平成24年度包括外部監査の結果による措置状況
<知事所管分>
〔健康福祉局〕
監 査 の 結 果
措 置 の 状 況
●補助金の申請手続・支出事務
●補助金の申請手続・支出事務
【指摘事項】（報告書 P42）
＜広島県障害者自立支援特別対策事業補助金
＜広島県障害者自立支援特別対策事業補助金 （障害者自立支援基盤整備事業）＞
（障害者自立支援基盤整備事業）＞
Ａ 申請時の見積書
（社福）優輝福祉会では次の点について問題が 整備計画協議を受ける段階では，平成 23 年
あり，不適正である。
度障害者自立支援基盤整備事業の予算額の範
Ａ 申請時の見積書
囲内で事業採択を行う箇所数を検討する上で，
平成 23 年 6 月 10 日に，庄原市役所を通じて 各整備計画協議書の概算事業費により補助金
県に提出された，整備計画協議書に添付されて 見込額を把握しているものである。
いた 3 者の見積書の写しには，いずれも月日が 本件に関しては，複数の見積書のうち，最も
記載されていない。
安価な事業費に基づき補助額を見込んだもの
この 3 者について，法人の登記内容が記載し である。
てある履歴事項全部証明書及び企業のホーム 補助事業として採択後には，12 社による指
ページにより確認したところ，落札業者である 名競争入札を行っている。
三光電業㈱の代表取締役はＢ㈲の取締役を兼 見積書の日付については，今後，同様の整備
任しており，三光電業㈱は㈱Ａの取引先であ を行う場合は，指導を徹底する。
り，3 者は，何らかの関連性を有していると認
められ，整備計画協議書に添付されている 3 者 B 虚偽の報告
の見積書は，3 者に見積りをさせているという 包括外部監査の結果報告の概要が判明した
体裁を整えるための形式的な見積り合せに過 後，法人から経緯の報告を求め，年度内に完成
していないことを確認したため，補助金の交付
ぎないと思われる。
取消決定及び返還命令を行った。
B 虚偽の報告
社会福祉法人 優輝福祉会は，平成 23 年度 補助金は返還され，加算金についても納付す
に補助金 80,000,000 円を受け取っている（障 るように求めている。
害者自立支援特別対策事業補助金のうち大規
模生産設備導入によるもの）。
同設備は年度内（3 月 31 日まで）に導入され
ることが必要であり，補助金実績報告書に添付
した検査調書によると，検査年月日は平成 24
年 3 月 30 日とされている。
しかしながら，納入メーカーの担当者が作成
した作業報告書によると，4 月中旬に来て，調
整・試運転が終了したのは平成 24 年 5 月 2 日
である。
実際に検収が行われ，設置完了したのは 5 月
2 日であり，3 月 30 日とされる検査は虚偽の報
告である。
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【指摘事項】（報告書 P47,P48）
＜広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備特 ＜広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備特
別対策事業補助金＞
別対策事業補助金＞
①
補助金支出の妥当性
① 補助金支出の妥当性
補助金支出の妥当性について，主として Ａ こぶしヶ丘学園
「補助対象施設等の範囲」について検証した。 補助対象範囲に関する明文化された統一
建物本体と同時に整備する設備や建築工 的な判断基準に基づき，補助金の手続を行う
事に係る監理費用等を補助金の対象範囲に こととしている。
含めるか否かについて，各施設で次のような なお，厨房機器に対する補助金の交付につ
いては，国に再確認を行ったところ問題がな
取り扱いが行われていた。
いとの回答を得ている。
A こぶしヶ丘学園
こぶしヶ丘学園においては，厨房機器に
ついて，移動テーブル（3 点），炊飯台車付 Ｂ 子鹿学園
テーブル（1 点），ＩＨ炊飯ジャー（1 点）， 固定電話については，補助対象であるが，
芯温センサー（1 点），スープジャー（1 点）， 職員が持ち歩くＰＨＳも整備内容に含まれ
保温ジャー（1 点），常温配膳車（2 点）及 ていたため，法人に対して職員が持ち歩く電
び備品ホテルパン（9 点）について対象外 話は補助対象外であると指導したところ，電
としていたが，他の厨房機器 46 点につい 話設備全体を補助対象外としたものである。
ては，補助対象経費に含まれるものとして 補助対象内外の取扱いについては，関係課
処理されており，これらの厨房機器に対し で統一したマニュアルを整備する。
6,865,000 円の補助金が交付されていた。
これに対して，子供の家三美園について Ｃ 子供の家三美園
事業者に報告の補正を求めたところ，事業
は，厨房機器のうち，シンク等を除いたほ
とんどの機器について対象外工事費とし 者から，報告の補正が行われた。
報告の補正内容を確認した結果，補助金へ
て除外している。
の影響は生じていなかった。
また，子鹿学園においては，厨房機器の
取得について，当初より耐震化にかかわる
施設整備の契約には含まれていなかった。
なお，厨房機器に対する補助金の交付に
ついては，平成 25 年 2 月 5 日に広島県こ
ども家庭課より，国に再確認を行ったとこ
ろ問題がないとの回答を得たとの説明が
あった。
B 子鹿学園
本来補助金の対象とすべきであると考
えられる電話設備等の設置費用について，
補助金の対象外として申請がなされてい
た。この点について，当施設に確認したと
ころ，補助金の対象工事，対象外工事の区
分は，当補助金の申請準備段階において，
県の担当者の指導に従って行ったとのこ
とであった。
なお，当施設に関しては，上記補助対象
外工事の範囲の誤りによる補助金への影
響は生じていなかった。
C 子供の家三美園
本来，造成工事は，補助金の対象外工事
とされている。建物新築工事が竣工するま
でに，造成工事も施工されており，建物新
築工事を監理した業者が，造成工事の監理
も行っていることが判明した。
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●補助金支出の効果（報告書 P39,P40）
●補助金支出の効果
【指摘事項】
＜広島県障害者自立支援特別対策事業補助金
＜広島県障害者自立支援特別対策事業補助金 （障害者自立支援基盤整備事業）＞
（障害者自立支援基盤整備事業）＞
① 社会福祉法人 爽裕会
障害者自立支援特別対策事業補助金のうち， 平成 24 年度の平均工賃月額は，18,358 円
大規模生産設備導入にかかわる補助金の目的 であり平成 23 年度と比較して２千円余り上
は，就労継続支援事業所における工賃増加を図 昇している。
ることにある。
障害者以外の職員給与については，定期昇
① 社会福祉法人 爽裕会
給に基づくものであって問題はなく，理事長
（平成２１年度 印刷機械一式）
の親族（非常勤職員）へ支給した給与につい
社会福祉法人 爽裕会は平成 21 年度に補 ては，全額返還することとされた。
助金 12,220,000 円を受取り，印刷機械一式 県は，補助金による設備導入効果を最大限
を導入している。
に引き出すため，法人に対して，平成 25 年
平成 21 年度障害者自立支援特別対策事業 度から平成 27 年度の工賃向上計画書及び改
（障害者自立支援基盤整備事業）補助金所要 善に向けた取組が計画どおりに行われるよ
額調書に添付されている事業計画書による う，法人にＰＤＣＡサイクルに基づく取組と
と，設備導入の理由について次のように記載 報告を求めた。
されている（要旨）。営業活動の成果が得ら
れれば利用者の工賃増加につながると見込
まれる。
印刷作業は全売上高の約 89%を占め
ており，利用者の工賃に対してもこの
売上額が大きな影響を与えている。印
刷作業についての営業活動を行って
いるが，近年の実績はなかなか伸びな
いため，モノクロ印刷のみでなくカラ
ー印刷も行えるよう印刷機の導入を
行うこととした。
補助の対象となった印刷事業に関する工賃
単価は，工賃支給要綱によれば，
基本給 ＝ 1 時間当たり 70 円
×１ヶ月操作作業時間数
となっており，これは，監査日現在（平成 24
年 9 月 24 日）も同額であり，単価の増加は実
現していない。
障害者の平均賃金月額は，平成 19 年度の
21,427 円，平成 21 年度の 17,432 円，平成
23 年度 16,261 円となっており，印刷機械の
導入による生産性上昇にもかかわらず減少
している。
他方，印刷業務に従事する職員（職業指導
員）3 名の給与総額は増加している（平成 23
年は平成 21 年の 109.5%）。事務長，サービス
管理者２名の給与総額も増加している（平成
23 年は平成 21 年の 109.6%）。
更に，理事長の親族（非常勤）の給与も新
たに支給されている。
補助金による印刷機械導入の結果，生産性
が向上したにもかかわらず，障害者以外の給
与は増額され，障害者の工賃増加が図られて
いないのは，補助金支出の効果があったとは
認められない。
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② 社会福祉法人 優輝福祉会
（平成 23 年度 水充填ライン設備）
社会福祉法人 優輝福祉会は，平成 23 年
度に補助金 80,000,000 円を受け取り，水充
填ライン設備一式を導入している。
平成 23 年度障害者自立支援特別対策事業
（障害者自立支援基盤整備事業）補助金所要
額調書に添付されている事業計画書による
と，設備導入の理由について次のように記載
されている（要旨）。記載のとおり実現すれ
ば工賃増加につながると見込まれる。
利用者が地域で一人の住民として生
活できるよう，所得保証を第一の目標と
して工賃確保に取り組んでいる。良質の
地下水を利用した生産活動と広島県共
同募金会との協働による飲料水の販売
を通じて障害者の受入と工賃の増加を
目指す。
広島県北部保健所長による営業許可年月
日は平成 24 年 6 月 6 日であり，監査日現在
（平成 24 年 7 月 24 日及び 25 日）までの期
間が短く，生産活動が軌道に乗っておらず，
工賃単価の増加が図られているか否かにつ
いては不明である。

② 社会福祉法人 優輝福祉会
水充填ライン設備がない平成 23 年度の平
均工賃月額は，施設清掃受託，各種自主製品
販売等による 19,206 円であり，平成 24 年度
の水充填ライン設備を含めた平均工賃月額
は 16,828 円で，平成 23 年度と比較して，
2,300 円余り減少した。原因は，事業の利用
者の更新による生産効率の低下と，水販売の
注文がキャンセルとなったことによるもの
である。

●経営手法導入支援事業
●経営手法導入支援事業（報告書 P41）
＜広島県障害者自立支援特別対策事業補助金
【指摘事項】
＜広島県障害者自立支援特別対策事業補助金 （障害者自立支援基盤整備事業）＞
県は，経営コンサルタントに，随時，電話等
（障害者自立支援基盤整備事業）＞
障害者自立支援特別対策事業補助金・大規模 で訪問状況や指導状況を聞き取っていたため，
生産設備導入によるものは，経営手法導入支援 概ね状況は把握できており，また，現地指導に
も同行し指導状況を確認していたが，毎回書面
事業が行われている。
経営コンサルタントによる経営計画の策定が での報告は求めてはいなかったため，今後は改
行われてはいるが，どの施設においても，経営 善を図る。
コンサルタントの訪問回数は 3 回から 4 回であ （社福）爽裕会の場合，経済情勢を踏まえ，
り，最終の訪問時期は，機器導入完了前後であ 平成 20 年度当初見込んだ目標工賃の見直しを
る。広島県の要領によると，広島県が派遣する 検討中のため記載されていないが，工賃の基礎
経営コンサルタントは，派遣先事業所に関する 資料となる売上高等の短期計画の妥当性を認
経営分析結果，経営改善方策及び現地指導の内 める報告があったものである。
容について，その都度書面により広島県に報告 （社福）優輝福祉会の水事業は，大規模生産
を行うとされているが，最終的な書面が残され 設備整備が採択された場合に水充填ライン設
ているだけであり，訪問の都度の報告書は書面 備による事業を開始し，これとともに飲食事業
により提出されておらず，要領に従っていない も拡大するなどの事業展開を図ることにより，
工賃の大幅な向上を目指すという計画である。
ので不適正である。
また，最終書面には，（社福）爽裕会の場合， 抽出された工賃は，現在は配達や加工作業のみ
印刷部門の工賃金額について，平成 21 年度， であるため平均 10,000 円となっている販売事
22 年度及び 23 年度ともに記載されていないた 業部門限定の工賃である。この部門で稼動する
め，支出効果を検討することができず不適切な 水事業は，軌道に乗ってフル稼働した場合を元
に５年後の販売数を見込み，経営コンサルタン
ものである。
（社福）優輝福祉会の経営計画では，今回導入 トが診断を行いながら，法人側と目標金額を設
した水の事業について，5 年後の工賃が平成 25 定したものである。
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年 3 月の月 10,000 円から月 60,000 円へと 6 倍
になっている。サンプルとして抽出した障害者
の平成 22 年，23 年及び 24 年の工賃に変化は見
られないので，6 倍という金額設定には無理が
あると認められる。
計画をすれば終わりではなく，障害者の工賃
上昇という結果に結びつかなくてはならない。
この点の効果測定・事業の見直しなどを行って
いないことは残念である。

今後，工賃の実績や課題等について把握する
とともに，特に工賃の向上が図られていない事
業所に対しては，実地指導等で継続的かつ計画
的な指導を行っていく。

●消費税等に係る仕入控除税額に関する報告に ●消費税等に係る仕入控除税額に関する報告
ついて（全施設共通）（報告書 P49）
について（全施設共通）
【指摘事項】
平成 25 年３月 27 日付けで「広島県社会福祉
国の定める社会福祉施設等耐震化等臨時特 施設等耐震化等施設整備特別対策事業費補助
例基金管理運営要領によると，事業完了後に補 金交付要綱」を下記のとおり改正し，消費税等
助金に係る消費税及び地方消費税（以下「消費 の仕入控除税額に関する報告規定を定めたと
税等」という。）の仕入控除税額の確定額につ ころである。
いて，県知事に対する報告が義務づけられてい 広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備
る。しかし，広島県の当補助金の交付要綱には 特別対策事業費補助金交付要綱
国と同じ内容の規定は設けられておらず，消費
税等に係る仕入控除税額について，監査日現
在，監査を行った全ての事業者について，県に 第５条 補助金の交付を決定するに当たっ
ては，運営要領の第４（２）から（６）
対して報告がなされていなかった。
県の担当者に確認したところ，県交付要綱に で規定する条件を付するものとする。
規定を設けるべきところ，国の規定と同じ内容 ３ 補助事業完了後に消費税及び地方消費
の規定が欠落しており，改めて事業者から報告 税の申告によりこの補助金に係る消費税
を求めることとしたとのことであった。
及び地方消費税仕入控除税額が確定した
場合は，別記様式第 15 号により速やかに
社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金
知事に報告すること。なお，知事に報告
管理運営要領
があった場合には，仕入控除税額の全部
又は一部を県に納付させることがあるこ
第 4 特別対策事業を実施する場合の交付
の条件
と。
（2）都道府県が市町村等または民間事業
なお，事業者が全国的に事業を展開す
者に対して助成する場合
る組織の一支部（又は一支社，一支所等）
サ 事業者が民間事業者の場合，上記ア
であって，自ら消費税及び地方消費税の
からコの条件に加え，以下の条件を付
申告を行わず，本部（又は本社，本所等）
さなければならない。
で消費税及び地方消費税の申告を行って
（ア）事業完了後に消費税及び地方消費
いる場合は，本部の課税売上割合等の申
税の申告によりこの助成金に係る
告内容に基づき報告を行うこと。
消費税及び地方消費税に係る仕入
控除税額が確定した場合には，速や
かに都道府県知事に報告しなけれ
ばならない。
（中略）
また，都道府県知事に報告があっ
た場合には，当該仕入控除税額の全
部又は一部を都道府県に納付させ
ることがある。
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●広島県による検査・確認
【指摘事項】（報告書 P42）
＜広島県障害者自立支援特別対策事業補助金
（障害者自立支援基盤整備事業）＞
いずれの施設においても，広島県の実地検査
は行われていない。県の要綱・要領では実地検
査は必要とされていないが，補助金を交付する
にあたり実地検査が行われていないのは不適
切である。
【指摘事項】（報告書 P50）
＜広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備
特別対策事業補助金＞
支出後の広島県による検査・確認は行われて
いるが，次の事項について指摘する。
広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備特
別対策事業費補助金交付要綱第 2 条ウでは，土
地の買収整地等の資産を形成する事業は，補助
金の交付対象となる事業（「特別対策事業」）の
対象としないとされている。
建物取得の前提として，宅地造成工事が一体
として行われるとき，工事監理費は，土地・建
物共通の費用となるものであるが，子供の家三
美園においては，100%建物部分に含んで計算し
ており，宅地造成工事部分の約 30%は，補助金
対象の範囲ではないと考える。
●広島県による指導（報告書 P51）
【指摘事項】
＜広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備特
別対策事業補助金＞
監査の結果，3 施設の補助金の内容は，その
範囲が 3 者 3 様であり，施設間に不公平が生じ
ている。その主なものを挙げれば，次のとおり
である。
・工事監理費の対象外
・設計見積費
・厨房機器
広島県は，対象施設の範囲に関する判断基準
を明示せず，指導不足と言わざるを得ない。
●社会福祉法人に対する今後の対応について
（報告書 P59,P60）
【指摘事項】
最近，広島県内で連続して発生している社会
福祉法人の不正事件は県民の信頼を著しく損
ねており，引き続き社会福祉法人への指導監督
が必要である。
地域主権改革に係る第二次一括法により，社会
福祉法の改正があり，平成25年4月より広島県
が所轄する社会福祉法人の一部が市町に移譲
される予定である。今後は各市町において指導
監督を実施することになり，その対応が必要で
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●広島県による検査・確認
＜広島県障害者自立支援特別対策事業補助金
（障害者自立支援基盤整備事業）＞
設備については，書面での検査を行っていた
ものであるが，平成 24 年度以降，大規模な設
備については，現地で検査を実施することとし
た。
＜広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備特
別対策事業補助金＞
事業者に報告の補正を求めたところ，事業者
から，報告の補正が行われた。
報告の補正内容を確認した結果，補助金への
影響は生じていなかった。

●広島県による指導
＜広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備特
別対策事業補助金＞
「広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備特
別対策事業補助金交付要綱」については，補助
対象経費について規定した要綱改正を行った。
また，平成 25 年５月 29 日に健康福祉局内の補
助金担当者に対して，補助金の対象経費の考え
方について説明を行った。

●社会福祉法人に対する今後の対応について
県の所管する社会福祉法人については，法人
運営が適正に行われるよう，公認会計士及び社
会保険労務士を非常勤特別職として設置し，同
行監査を行い，引き続き指導監査の適正化を図
る。
法人の指導監督権限が移譲された一般市及
び県特例条例で移譲された町並びに広島市，福
山市と指導監督水準の維持・均一化を図るた
め，連絡会議を設置し，情報交換・研修等を行
う。
また，一般市の要請に応じて，法人監査に同
行する公認会計士及び社会保険労務士の斡旋

ある。

を行う。
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平成24年度包括外部監査の結果による措置状況
<知事所管分>
監 査 の 結 果
●補助金支出の公平性（報告書 65,P67,P69）
【意見】
＜広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備特別
対策事業補助金＞
① 補助金支出の不公平の例
補助金対象施設等の範囲については，広島
県による判断基準が明確に示されておらず，事
業者間に不公平を生じているので各施設ごとに
述べ，公平な補助金支出をされるよう要望する。
A こぶしヶ丘学園
当施設は，厨房機器を本体工事に含めた上
で，補助金の対象として申請を行っている。
本体工事に含まれる根拠として，これらの厨
房機器が，施設と一体的に整備され，かつ，
施設に固定されているという点を挙げてい
る。
しかし，厨房機器は，Ｌ字型の金具で機器と
壁とを，機器と床とをネジで留めているというもの
であり，この程度の留め方では，機器と建物とが
「一体のもの」であるとは言えない。厨房機器の
多くは，移動可能であり，建物附属設備と一体
のものではなく，器具備品と言われるものであ
る。
当事業の目的は「地震発生時に自力で避難
することが困難な人が多く入所する社会福
祉施設等の安全を確保するため，耐震化整備
を図ること」（平成 21 年 7 月 31 日付け「社
会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金の運
営について」（厚生労働省社会・援護局長））
とされている。この目的から判断しても，上
記のような状況にある厨房機器は補助金の
対象外であり，補助金を支給するとした県の
決定は不適正であると考える。
B 子供の家三美園
建物新築工事について監理を行った業者の
担当者の説明によれば，建物建築工事と造成
工事の監理業務の比率は大概 7 対 3であったと
いうことであるので，補助金の対象とされる施工
監理業務費用の中に，3割に相当する業務費用
は対象外とされるべきであるのに，含まれている
ことになる。
当該施設に関しては，上記補助金対象業務
の範囲の誤りによる補助金の影響は生じていな
かったが，補助金の執行者である県としては，
工事竣工後の検査において，補助金の対象外
工事部分が含まれていないか厳正に説明を受
け検査されるべきである。
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〔健康福祉局〕
措 置 の 状 況
●補助金支出の公平性
＜広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備特
別対策事業補助金＞
① 補助金支出の不公平の例
A こぶしヶ丘学園
補助対象範囲に関する明文化された統一
的な判断基準に基づき，補助金の手続を行う
こととしている。
なお，厨房機器に対する補助金の交付につ
いては，包括外部監査結果報告書 48 ページ
に「国に再確認を行ったところ問題がないと
の回答を得た」と記載されているとおりであ
る。
B 子供の家三美園
事業者に報告の補正を求めたところ，事業
者から，報告の補正が行われた。
報告の補正内容を確認した結果，補助金へ
の影響は生じていなかった。

② 広島県による判断基準の不明確さが不公平を
生じさせる
補助対象施設等に含まれるか否かの判断基
準については，県の担当者に対して何度か確認
を行ったが，確認を行う都度，その見解は異なっ
たものになってきており，県の担当者自身は当
初から明確な判断基準を有していなかったよう
な印象を受けた。
当施設で行われたような不明瞭な補助金請求
はあってはならない。どのような施設整備が施設
整備として補助金対象に該当するのか，例示も
含めて，基準の内容をできる限り明確にして補
助金を利用しようとする社会福祉法人に提示が
なされるべきであろう。
他方，県の担当職員間においても，基準の内
容についての情報の共有化をしなければならな
い。そうでないと担当者によって，助言等の内容
に差異が生ずることになるからである。それで
は，行政事務処理において要請される明確であ
り，かつ統一的であること及び公平・平等である
ことが害されることになるからである。
●補助金支出の効果測定（報告書 P61,P62）
【意見】
＜広島県障害者自立支援特別対策事業補助金
（障害者自立支援基盤整備事業）＞
各事業所の計画については，計画通り実現させ
ることができれば，利用者（障害者）の工賃増加に
つながると見込まれる。ただし，長期的な視点での
効果測定が必要である。
① 工賃の増加
監査の結果で述べているとおり，平成 21 年度
に補助金の交付を受けた（社福）爽裕会では，
工賃の増加は実現していない。
平成 23 年度に補助金の交付を受けた（社
福）優輝福祉会は，監査日現在（平成 24 年７月
24日及び25日），生産活動が軌道に乗っておら
ず，工賃の増加が図られているか否かについて
は不明である。
（社福）清風会も，平成 23 年度に補助金の交
付を受けており，生産性の増加が認められるが，
工賃増加の実績については不明である。
工賃の増加が実現していない場合には，補助
金支出の効果があったとは認められないので，
広島県は，工賃の増加が実現しているか否かに
ついて効果測定を行うべきである。

② 広島県による判断基準の不明確さが不公
平を生じさせる
「広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備
特別対策事業補助金交付要綱」については，補
助対象経費について規定した要綱改正を行っ
た。
また，平成 25 年５月 29 日に健康福祉局内の
補助金担当者に対して，補助金の対象経費の考
え方について説明を行った。

② 経営手法導入支援事業
広島県の要領によると，広島県が派遣する経
営コンサルタントの訪問回数は，毎月 1回～2 回
となっているが，実際の訪問回数は通算で 3 回
～4 回であり少ないと思われる。訪問は，設備設
置が完了する前に終了している場合が多い。

② 経営手法導入支援事業
経営コンサルタントの訪問回数は，事業開
始が遅れ，訪問が１月からとなった年度など
は，１事業所当たり３～４回となった場合も
あるが，毎月１～２回程度の訪問回数を実施
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●補助金支出の効果測定
＜広島県障害者自立支援特別対策事業補助金
（障害者自立支援基盤整備事業）＞
① 工賃の増加
（社福）爽裕会の平成 24 年度の月額平均
工賃は 18,358 円で，平成 23 年度（16,261
円）と比較して約 2,100 円の増加となってい
る。
（社福）優輝福祉会みとう温泉の水充填ラ
イン設備がない平成 23 年度の平均工賃月額
は，施設清掃受託，各種自主製品販売等によ
る 19,206 円であるが，平成 24 年度の水充填
ライン設備を含めた平均工賃月額は 16,828
円で，平成 23 年度と比較して，2,300 円余り
減少した。原因は，事業の利用者の更新によ
る生産効率の低下と，水販売の注文がキャン
セルとなったことによるものである。
（社福）清風会の平成 24 年度の月額平均
工賃は 182,167 円で，平成 23 年度（180,056
円）と比較して約 2,100 円の増加となってい
る。
大規模生産設備を導入した事業所につい
ては，定期的に平均工賃額の報告を求め，状
況に応じた指導を行う。

また，派遣先事業所に関する経営分析結果，
経営改善方策及び現地指導の内容について，
その都度，書面により広島県に報告を行うとされ
ているが，最終的な書面が残されているだけで
あり，訪問の都度の報告書は提出されていな
い。このことは要領の規定に従って経営手法導
入支援事業が執行されていないことを示してい
る。
最終的な書面のみでは，訪問時にどのような
指導が行われたかが把握できないので，経営コ
ンサルタントに対して書面による提出を求めるべ
きである。さらに，現状では，補助金交付を受け
るための形式的な経営指導であると指摘されて
も仕方がない。補助金の趣旨・目的は，障害者
の工賃増加であるから，設備導入後，一定の期
間（たとえば 5 年間定期的に）は経営分析及び
経営指導を行うべきである。

している。
また，経営分析を行うため，「経営戦略シ
ート」及び「収支計画シート」に基づき，改
善方策の提言を行い，工賃向上に向けた対策
と目標を協議しながら設定している。この過
程において，事業所経営の見直し，意識改革
や経営改善の方向性を見出していき，事業所
の経営改善及び工賃向上を図ることを目指
した経営指導に努めている。
県は，経営コンサルタントから随時，電話
等で訪問状況や指導状況を聞き取っていた
ため，概ね状況は把握できており，また，現
地指導にも同行し指導状況を確認していた
が，毎回書面での報告は求めてはいなかった
ため，今後は改善を図る。
今後，特に大規模生産設備を導入した事業
所に対しては，工賃の実績や課題等について
適時把握するとともに，特に工賃の向上が図
られていない事業所に対しては，実地指導等
で継続的かつ計画的な指導を行っていく。

③ 補助金の効果測定と補助金の返還
③ 補助金の効果測定と補助金の返還
（社福）爽裕会 松賀苑の平成 24 年度の平
（社福）爽裕会については，工賃増加につな
がっていないことから，真に必要とする者のため 均工賃月額は，18,358 円と平成 23 年度と比
較して２千円余り上昇している。
に交付されているとはいえない。
県は，補助金による設備導入効果を最大限
（社福）清風会及び（社福）優輝福祉会につ
いては，平成 23 年度の設備導入であることか に引き出すため，法人に対して，平成 25 年
ら，現時点では真に必要とする者のために交付 度から平成 27 年度の工賃向上計画書及び改
されていると認められるか否かは不明である。 善に向けた取組が計画どおりに行われるよ
今後の広島県による効果測定が必要であり， う，法人にＰＤＣＡサイクルに基づく取組と
効果測定により工賃増加が実現していない，生 報告を求めた。
（社福）清風会みつや工場の平成 24 年度の
産性が向上していないなどの事実が判明した場
合には，補助金を返還させるなどの措置が必要 月額平均工賃は 182,167 円で，平成 23 年度
（180,056 円）と比較して約 2,100 円の増加
であると思われる。
となっている。
（社福）優輝福祉会みとう温泉の水充填ライ
ン設備がない平成23年度の平均工賃月額は，
施設清掃受託，各種自主製品販売等による
19,206 円であるが，平成 24 年度の水充填ラ
イン設備を含めた平均工賃月額は 16,828 円
で，平成 23 年度と比較して 2,300 円余り減
少した。原因は，事業の利用者の更新による
生産効率の低下と，水販売の注文がキャンセ
ルとなったことによるものである。
大規模生産設備を導入した事業所につい
ては，定期的に平均工賃額の報告を求め，状
況に応じた指導を行う。
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●消費税（報告書 P70）
【意見】
＜広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備特
別対策事業補助金＞
国の規定により，補助金に係る消費税等の仕入
控除税額の確定額について，県知事に対する報
告が義務付けられている趣旨は，補助金の交付を
受けて整備した施設等に係る課税仕入に係る消
費税等について，国から還付を受け，または他の
課税売上に係る消費税等から控除することによ
る，補助金の二重取り的な効果を防止することに
あると解されるが，県交付要綱には同じ内容の規
定が設けられていなかった。
県交付要綱から国の規定と同じ内容の規定が
欠落した原因は明らかではないが，限られた予算
の中で実施する補助事業等について，より適正に
その執行が図られるよう，国の定める交付要綱等
の規定の内容を精査した上で，県の交付要綱等
への反映が確実に行われるよう改善を図る必要が
ある。

●消費税
＜広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備特
別対策事業補助金＞
平成 25 年３月 27 日付けで「広島県社会福祉
施設等耐震化等施設整備特別対策事業費補助
金交付要綱」の改正を行い，消費税等の仕入控
除税額に関する報告規定を定めたところであ
る。
広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備
特別対策事業費補助金交付要綱
第５条
３ 補助事業完了後に消費税及び地方消費税
の申告によりこの補助金に係る消費税及び
地方消費税仕入控除税額が確定した場合
は，別記様式第 15 号により速やかに知事に
報告すること。なお，知事に報告があった
場合には，仕入控除税額の全部又は一部を
県に納付させることがあること。
なお，事業者が全国的に事業を展開する
組織の一支部（又は一支社，一支所等）で
あって，自ら消費税及び地方消費税の申告
を行わず，本部（又は本社，本所等）で消
費税及び地方消費税の申告を行っている場
合は，本部の課税売上割合等の申告内容に
基づき報告を行うこと。

●広島県による実地検査（報告書 P62）
【意見】
＜広島県障害者自立支援特別対策事業補助金
（障害者自立支援基盤整備事業）＞
実地監査を行った 3 事業所とも県による実地
検査は行われていない。県の要綱・要領では必
要とされてはいないが，実地検査が行われてい
ないのは不適切であり，実地検査を実施するべ
きである。
（社福）優輝福祉会の設備については，納入メ
ーカーにより機械に取り付けられたプレートに刻
印されている製造年月が平成 24 年 4 月であった
こと及び納入メーカーの担当者により作成された
作業報告書に記載してある据付・試運転完了の
日付が平成24年5月2日であったことから，補助
金交付の条件のひとつである年度末である平成
24年3月31日までの設置完了がなされていない
ことが判明している。
しかし，検査調書には，検査年月日は平成 24
年 3 月 30 日と記載されており，年度内の日付で
あり，また，機械設置完了前の日付となっている。
このことから補助金交付の条件である平成24年3
月 31 日までの設置完了とは認められず，虚偽の
記載である。

●広島県による実地検査
＜広島県障害者自立支援特別対策事業補助金
（障害者自立支援基盤整備事業）＞
設備については，書面での検査を行っていた
ものであるが，平成 24 年度以降，大規模な設
備については，現地で検査を実施することとし
た。
（社福）優輝福祉会の設備については，包括外
部監査の結果報告の概要が判明した後，法人か
ら経緯の報告を求め，年度内に完成していない
ことを確認したため，補助金の交付取消決定及
び返還命令を行った。
補助金は返還され，加算金についても納付す
るように求めている。
内示について，本件の場合は，補助目的に照
らし，障害者の工賃の向上に資する事業である
かを見極めるための審査を慎重に行ったこと
から，協議書の提出から内示まで約半年かかっ
たものである。
内示の時期については，今後，同様の補助を
行う場合は，協議内容に応じた集中的な審査等
により，内示を早めるよう工夫することとして
いる。
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このような事態が生じた原因は，広島県による
実地検査が行われないことから事業所の設備設
置完了に関する意識が低いことにあると思われ
る。補助金の内示は平成23年11月29日に行わ
れており，年度末までの設置完了はスケジュール
的に無理があったのではないだろうか。協議書提
出から補助金の内示まで約半年，内示がなけれ
ば設備の導入に着手できないので設置完了まで
の期間は約3ヶ月である。この間に事業所は経営
コンサルタントによる経営指導も受けなくてはなら
ない。設備設置の完了は次年度でもよいとするな
ど期間の見直しが図られるべきである。
【意見】（報告書 P70）
＜広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備特
別対策事業補助金＞
補助金対象施設の工事竣工後の検査におい
て，補助金の対象外工事部分が含まれていない
か厳正に検査を行うべきである。
また，こぶしヶ丘学園における厨房機器の価格
について疑義があるので次に述べる。
当初，メーカーから設計会社に対する見積りは
10,500,000 円であったが，施工業者からこぶしヶ
丘学園に対する納入価格は 5,000,000 円であり，
メーカー見積りから半減している。メーカー変更を
行ったとはいえ，建物本体価格が水増しされ，結
果として補助金が過大に支給決定されたのではな
いかとの疑念が残る。今後の補助金決定に際して
は，実際の工事費内訳を精査していただきたい。
●広島県による指導の必要性（報告書 P70）
【意見】
＜広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備特
別対策事業補助金＞
事業を実施する事業者毎に補助の対象範囲が
異なることは，当然のことであるがあってはならな
いことである。他の補助金においても，補助対象か
否かの判断が不明確なものが存在することを考え
ると，補助事業の計画段階において，補助の対象
範囲について，明文化した統一的な判断基準（個
別の具体例を含む）を設けると共に，各担当者に
対する集合研修を実施する等して補助対象の範
囲に不均一が生じないような対策を講じる必要が
あると考える。
●社会福祉法人（報告書 P71,P72）
【意見】
① 社会福祉法人の課題や問題点と解決につい
て
A 経営環境の変化の認識がない社会福祉法人
への対応
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＜広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備特
別対策事業補助金＞
補助金の対象範囲に関する明文化された統
一的判断基準に基づき，補助金の対象外工事部
分が含まれていないか厳正に検査を行うこと
としている。
補助額の算定は，補助対象の工事部分に相当
する設計金額に対する落札率の割合により，決
定されるものであることから，請負者の工事費
内訳は，そもそも補助額に影響しない仕組とな
っている。
このため，実際の工事費内訳の金額が補助金
額に影響することはない。
●広島県による指導の必要性
＜広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備特
別対策事業補助金＞
「広島県社会福祉施設等耐震化等施設整備特
別対策事業補助金交付要綱」については，補助
対象経費について規定した要綱改正を行った。
また，平成 25 年５月 29 日に健康福祉局内の
補助金担当者に対して，補助金の対象経費の考
え方について説明を行った。

●社会福祉法人
① 社会福祉法人の課題や問題点と解決につ
いて
A 経営環境の変化の認識がない社会福祉法人
への対応
県内の社会福祉法人については，役員研修

各種の社会福祉法人に関する報告書は新
しい福祉経営の時代を指摘し，必要な取り組
みを提案しているにもかかわらず，従来の延長
での思考や旧態依然とした経営が多いことが
わかる。今後については，各種の報告書にある
課題や問題点に真剣に取り組み，社会福祉法
人の創設時の理念に立ち返り存在意義を再認
識して，必要な行動をとる必要がある。
行政も同様に県内の社会福祉法人に対して
必要な啓蒙活動を継続して実施していく必要
がある。
B 効果的な指導監査の実施
効果的な指導監査業務のプロセスの実施が
必要である。
例えば， 外部の専門家の支援を受ける，
問題のある社会福祉法人については特別チー
ムを編成して対応する， 指導監査の結果につ
いては原則外部公表とする， 第三者を交えた
社会福祉法人の経営に関する専門部会を創設
し，個別の問題に対処する， 指導監査に改善
がみられない社会福祉等に対しては専門部会
の判断で行政処分等を実施する等である。
指導監査担当部署で人的制約や予算上の
制約等があっても指導監査の質や効率を上げ
る必要があるため，不足している監査資源（人
員・時間・予算等）は外部の専門家集団や関係
機関との提携等により調達し，指導監査体制の
確立を図る必要がある。
また，社会福祉法人に対する指導監査は社
会福祉法の改正により，今後，一部法人が県か
ら市町に移譲される予定である（平成25年4月
から）。現在の指導監査の質が正確に移譲され
るためには市町の担当者の研修・教育と各種の
支援等が必要である。
C 社会福祉法人に対する外部評価の実践
利用者としての目線から専門家等の外部者
による評価が社会福祉法人に必要になってい
る。
評価基準は多様な視点で透明性を確保した
方法で実施される必要がある。
D 社会福祉法人の人材育成
人材の問題は職員管理や労務管理の問題と
して社会福祉法人の重要な課題として認識
されている。介護職員の低い処遇や高い退職
率等が話題であるが法人の中長期の視点か
らの人材育成・投資が必要である。
E 指導監査に関する基準の整備と決算
会計監査では会計基準，監査基準以外に個
別の会計処理基準が多数存在し，個別の会計
処理をコントロールしている。これにより，投資家
は決算書を通じて企業の比較や投資の意思決
定が可能である。
一方，社会福祉法人には会計基準はあるが
監査については指導監査実施指針等で，個別
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等を通じて，引き続き，法人運営の適正化に
取組むよう啓発する。
B 効果的な指導監査の実施
県所管の社会福祉法人の指導監査につい
ては，公認会計士，社会保険労務士を非常勤
特別職として配置し，指導監査に同行させる
など，法人指導監査の専門性を高める。
法人の指導監督権限が法定移譲された一
般市及び県特例条例で移譲された町並びに，
広島市，福山市と連絡会議を設置し，指導監
督水準の維持及び均一化を図るため，情報交
換・研修などを行う。
C 社会福祉法人に対する外部評価の実践
社会福祉法人が，第三者福祉評価を受ける
よう引き続き啓発する。
D 社会福祉法人の人材育成
社会福祉法人の人材育成については，経営
者・監督者に対するマネジメント研修を始め
として，労務管理や新人研修等を実施し，人
材育成，定着等に引き続き努める。
E 指導監査に関する基準の整備と決算
社会福祉法人の指導監督は，国の法定受託
事務であり，指導監査基準については，国の
通知等に拠らざるを得ない。

の会計処理については通達等に大きく依存し
ており，明確な基準等はなく運用面の解釈等で
統一されていないため，必要な基準整備が望ま
しい。
決算書は一定期間の法人の意思決定の結果
であり，事業活動，事業損益等が示されている。
多くの経営者は損益状況や財務安定性を重
視していると思われるが，一部には過大に累積
した剰余金の活用や公益機関としての活動実
績等が厳しく問われている。各種の優遇措置の
もと民間企業と同様の論理での経営や事業の
遂行は認められず，存在意義を十分認識した
経営が求められている。
【意見】（報告書 P73）
② 社会福祉法人優輝福祉会
② 社会福祉法人優輝福祉会
A 社会福祉法人の間接部門の要員の確保に A 社会福祉法人の間接部門の要員の確保に
ついて
ついて
社会福祉法人においては，従来のように１
社会福祉法人を取り巻く環境の変化への対
応の一つとして，管理部門の強化が求められて 法人１事業というのではなく，大規模で多様
いる。行政や介護保険等への対応には，管理 な事業を展開している法人も多く，今後は，
部門における専門家の養成が急務である。例 介護報酬及び自立支援給付費の範囲におい
えば，経理部門においても，内部統制上最低 て，法人自らの判断で，間接部門，経理部門
限必要な業務と人員があり，法人内での養成 の充実強化を図ることが重要である。
が必要である。
一般的に，特定の人に対する特定業務の全 B 社会福祉法人の経理部門の体制強化につい
面依存は，大きいリスク(例 不正の温床)にもな て
社会福祉法人に対して，引き続き財務諸表
ることから，組織防衛や事業継続の観点から，
余裕のある人員の確保と継続的な社内教育の 等の公表の指導及び新会計基準移行に係る
実施が必要である。また， 社会福祉法人内の 研修等を実施する。
キャリアパスとして，間接業務の経験を制度とし
て定着してもらいたい。
B 社会福祉法人の経理部門の体制強化につ
いて
社会福祉法人が広島県に提出した資料につ
いても，監査や調査の有無にかかわらず，報告
書記載金額の根拠となる資料の整備が必要と
なるが，一部の資料について整備されておら
ず，検証できなかった。
一般的に，社会福祉法人は公益事業中心の
ため，監査や税務調査等が実施されることが少
なく，第三者に対する対応の準備体制が十分
ではないと思われる。したがって，法人内での
経理業務の重要性は高くないと思われるが，経
営管理者に対する情報提供機能，外部関係者
に対する経営内容公開等も要請をされており，
また，新会計基準の導入予定もあることから，経
理関係部門の今後の充実強化をお願いした
い。
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24 年度包括外部監査の結果による措置状況
<知事所管分>

監査の結果
１ 監査結果
（１） 補助金・交付金の申請
① 請求内容が均一でないこと及び広島県の周
知不足
＜森林整備地域活動支援事業＞
［Ｐ 56 参照］
支援事業交付金において，事業者から実行経
費について申請に基づいて交付金決定されてい
るが，事業者からの請求内容が均一ではない。11
項目の費用のうち，7 項目の経費を請求した森林
組合がある一方，人件費のみしか請求しなかった
森林組合が7組合中2組合あった。広島県による
制度内容の周知が十分であれば，申請者（森林
組合）間の不公平は生じなかったと考えられる。
② 設計変更に伴う変更申請
＜佐伯森林組合森林整備加速化・林業再生基
金事業(林内路網整備)＞
［Ｐ 56 参照］
当補助金の交付申請については，一定様式の
補助金交付申請書に事業計画書の写し，位置図
及び平面図を添付して行うこととなっている。
そして，路線箇所の廃止及び変更がある場
合，市町申請額の変更がある場合，その他やむ
を得ない理由で変更が必要な場合は，事前に農
林水産事務所又は農林水産事務所の担当課と
協議した上で，それぞれ補助金変更承認申請書
を提出して変更受付の申請をすることと規定して
いる。
平成 23 年度施工のうち,夏夜鳥支線は，実事
業費が補助金額の20%以上下回ったにもかかわら
ず,減額の変更申請がされないまま,余った補助金
を次年度実施予定の施工費に充てているのは不
適正である。
（２） 交付金決定の内容
① 二重の補助金
＜神石郡森林組合 森林整備地域活動支援事
業（施業の集約化）＞
［Ｐ 56 参照］
神石郡森林組合では，実行経費として機械器
具費を計上し，GPS 利用料 1 日 3,000 円，パソコ
ン賃借料 1 日 1,000 円として補助金を受け取って
いる。
GPSは3台保有しているが，内2台については
一部補助金を受けて取得したものがある。この減
価償却費相当額を計算の基礎に算入するのは過
大な補助金の交付である。
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〔農林水産局〕

措置の状況

［内容は意見⑵①と重複］
指摘の内容について，請求する項目は申請者
の任意とされており，その請求に基づき交付決定
を行っている。
意見等を踏まえ会議等を通じて申請者に対し
補助制度の周知徹底に努めている。

［内容は意見⑵③と重複］
指摘の路線については，次年度以降の計画を
予算の範囲内で前倒しして実施したものである。
変更交付申請については，路線の廃止・新設・
市町申請額の変動を対象としており，路線毎の延
長変更のみについては変更手続きの対象外とさ
れている。
この度の意見等を踏まえ会議等を通じて事業主
体と県・市町との間で変更内容の周知徹底に努
めている。

施業の集約化に係る指摘について，事業費総
額の内訳を再確認したところ，補助対象経費は補
助上限額を上回り，県補助金の確定額に影響は
なく，結果として，補助金は過大交付されていな
かった。
しかしながら，減価償却費の取扱いについては
指摘のとおり誤りがあったため，森林組合に対し
事業費内訳を再整理した文書の提出を求めた。
また，この度の指摘を受け，適切な事務処理を
行うため，施業に使用する機械の事前チェックを
ヒアリング等により実施するとともに，市町及び事

補助金で取得した機械を利用し，再度補助金
を受け取ることは，二重の補助金受け取りであり，
不適正である。
② 特定の者への利益供与
［Ｐ 57 参照］
補助金を支出することにより，少しばかりの不
公平が生じることはいたし方ないが，必要以上の
不公平は許されるべきではなく，自己の管理業務
内のことは，補助金によるのではなく，自己の責
任において行うべきである。
Ａ 同一事業に２年連続の交付金
＜佐伯森林組合 森林整備地域活動支援事
業（施業の集約化）＞
［Ｐ 57 参照］
平成21年度に，4者に対し 9,850,000円を交
付し（対象面積1,970ha），更に22年度に同じ4
者に対し，9,850,000 円を交付している（対象面
積 1,970ha）。
作業内容には，草刈払も含まれており，21 年
度及び 22 年度ともに対象地域，面積，交付額
が同一であり，廿日市市の民有林が 34,791ha
であることを考えると，対象地域の決定が恣意
的であり，不自然である。
Ｂ 自己所有の山林への補助事業
＜佐伯森林組合 ひろしまの森づくり事業＞
［Ｐ 58 参照］
当補助金事業について，自己所有の山林に
対して自らが施業を行ったものに対し補助を行
ったものが，平成 23 年度と平成 22 年で各１件
確認された。
＜佐伯森林組合森林整備地域活動支援事業
(作業路網の改良活動)＞
［Ｐ 58 参照］
佐伯森林組合における支援事業において，
不公平と考える事例がある。
発 注 者 佐伯森林組合
請 負 者 細田林業 株式会社
代表取締役 細田 元樹
作業場所 廿日市市虫所山字中山 511-34
（※監査人注：森林所有者 細田元樹）
請負金額 1,105,650 円
（内 消費税額 52,650 円）
契約方式 随意契約
当事例は，青笹団地の施業集約化の後，作
業路網の改良を行ったものである。
この時点で，青笹団地の施業集約化に同意
した者は，細田元樹氏と細田林業㈱のみで，他
者はなく，これを以って集約化ができたとは言
いがたい。このような状況で，代表取締役個人
所有の山林の工事を，その同族会社が，補助
金を受け取って行うのは，著しく不公平である。
なお，同代表取締役は，佐伯森林組合の監事
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業主体を対象とする会議や研修会を開催し，具
体的な事例を示しながら，適正な事務処理を行う
よう周知徹底を図っている。

［内容は意見⑵②と重複］
森林整備地域活動支援事業（施業の集約化）に
ついて，同一箇所での複数年にわたる事業実施
は，国の補助制度上認められている。

［内容は意見⑵④と重複］
ひろしまの森づくり事業は，森林の有する公益
的機能を維持・発揮することを目的としており，森
林機能の維持・発揮による恩恵は県民すべてが
享受するものであることから，自己所有山林への
補助を認めている。
［内容は意見⑵④と重複］
森林整備地域活動支援事業(作業路網の改良
活動)に係る指摘の内容については，国の補助制
度上認められている。

である。
③ 作業日報・作業報告書のない補助金申請と
決定
＜森林整備地域活動支援事業＞
＜森林整備加速化・林業再生基金事業＞
＜ひろしまの森づくり事業＞
Ａ 現場作業員作成の作業日報・作業報告書
＜神石郡森林組合，佐伯森林組合＞
［Ｐ 59 参照］
神石郡森林組合では，現場作業員作成の作
業日報・作業報告書は存在したが，管理職分は
作成されていなかった。
佐伯森林組合では，事業従事の基礎資料であ
る作業日報・作業報告書の提示を求めたところ，
作成していないとの回答を得た。管理職を含め作
業日報・作業報告書がないことにより交付金決定
の基である作業の事実が確認できないので，同
組合に対する交付金決定は不適正である。
Ｂ 管理職・事務職員の事務従事実績
＜神石郡森林組合，佐伯森林組合＞
［Ｐ 59 参照］
神石郡森林組合・佐伯森林組合の両組合とも
に事務職員の事務日誌を作成していない。
事務日誌がないことにより交付金決定の基であ
る事務従事の事実が確認できないので，両組合
に対する交付金決定は不適正である。
また，両組合ともに，管理職は 1 日の内 100％
交付金業務に従事したとしているが，管理職は，
管理業務があり，他業務への従事も時として必要
であるので，100%交付金対象とするのは不適切で
ある。
Ｃ 佐伯森林組合に対する実地監査の請求
［Ｐ 60 参照］
包括外部監査人は，広島県に対し，佐伯森林
組合に対し監査を実施し，事実確認するよう求め
ている。
他の森林組合についても，同様な事実がない
か確認されたい。
（３） 契約事務
［Ｐ 61 参照］
＜森林整備地域活動支援事業＞，＜森林整
備加速化・林業再生基金事業＞，＜ひろしま森
づくり事業＞において，森林組合が事業主体とな
り，そして，請負で施工する場合に，一律随意契
約の方式によって請負契約が締結されていた。
しかし，競争入札の方式を導入するよう指導さ
れるべきである。
都道府県及び市町村が森林組合，民間事業
者等と植栽，下刈，間伐等の造林事業に関して
請負契約等を締結する場合には，地方自治法
（法第 234 条）等により，原則として一般競争入札
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作業日報など補助金申請に係る根拠資料を整
理するよう，各市町・森林組合等を対象とした会
議で周知徹底するとともに文書で指導した。
特に国庫補助事業については，新たな業務日
誌の様式を示すとともに，事務職員も含め，１日の
従事内容が分かる記録を作成するよう周知徹底
を図っている。
神石郡森林組合については，現場作業に係る
作業日誌が作成されていることを確認するととも
に，管理職等の作業状況については，一覧表等
により確認した。
作業日報等の作成について，佐伯森林組合に
おいて調査したところ，現場作業に係る作業日報
が作成されていることを確認した。
事務職員の業務状況は，一覧表等により確認
することができた。
また，管理職の業務状況について確認したとこ
ろ，交付対象として適切であると認められる。
平成 25 年 1 月 9 日に佐伯森林組合において，
監査内容の事実確認を行った。また，他の森林組
合等が行う事業についても，実行経費等の調査
を行ったところ，作業日報等，根拠資料が確認で
きた。
引き続き，適宜実行経費等の調査を行いなが
ら，適切な事業執行に努める。
［内容は意見⑶と重複］
県地方機関を通じて，市町・森林組合等へ「造
林関係事業における競争入札の推進について」
（平成 24 年４月 2 日付け）を通知することにより，
競争入札が推進されるよう，周知徹底に努めてい
る。
また，森林組合等が行う契約は地方自治法の
適用を受けないが，ひろしまの森づくり事業は県
民や企業などから徴収したひろしまの森づくり県
民税を財源としていることに鑑み，今後とも事業コ
ストの縮減や事業の透明性の確保に努めていく。

によることとされている。
広島県森林整備地域活動支援事業基金は，
県土の保全，水源のかん養，地球温暖化の防止
等の森林の有する多面的機能の発揮に支障をき
たすことがないように，効率的・計画的な間伐を行
う仕組みの構築，施業に必要な路網の改良を支
援することを目的としている。
広島県森林整備加速化・林業再生基金の制度
の目的・趣旨は，地球温暖化防止に向けた二酸
化炭素の森林吸収目標の達成，低炭素社会の実
現が求められる中，地域の実情に応じて，その創
意工夫に基づいて間伐や路網の整備，間伐等の
森林整備の加速化と間伐材等の森林資源を活用
した林業・木材産業等の地域産業の再生を図るこ
とにある。
ひろしま森づくり事業は，県土の保全や水源の
かん養など，県民全体が享受している森林の有
する公益的機能を継続的に発揮させることに制
度の目的・趣旨がある。
これらの制度の目的・趣旨からして，森林整備
地域活動支援事業，森林整備加速化・林業再生
基金事業，ひろしま森づくり事業は，正に強い「公
益性」を有している。
これらの基金は税金が投入されていること，競
争入札の方式によれば契約締結の恣意性を排除
して透明性・客観性を担保することができること及
び公平性を確保できることなどを総合勘案して，
森林組合が地方公共団体ではないとしても，地方
公共団体が実施する公共事業に準じて一律随意
契約の方式によるのではなく，競争入札の方式に
よることが適切であるから競争入札の方式を導入
するよう指導されるべきである。
（４） 消費税
補助金については，計算の基礎に消費税等を
含めないで申請し，消費税等が明らかである場
合には，これを減額して申請することとなっている
ので，以下に述べる。
① ＜佐伯森林組合 ひろしまの森づくり事業＞
［Ｐ 66 参照］
補助金額の決定に際して，補助基準額と比較
する実行経費は税抜き金額で計算すべきところ，
佐伯森林組合では税込み金額を基に計算し補
助金額の申請を行っていた。
また，事業の実施を外部に委託しているものに
ついては，実行経費の集計段階で，外部からの
税込みの請求額の総額に対し，森林組合で更に
消費税等を計上しているため，消費税等も二重
計上となっていた。
上記の 2 点の誤った処理によって，平成 23 年
度において補助金 584,632 円が過大交付となっ
ている可能性が高いため，県に対して実態確認
を依頼した。
② ＜神石郡森林組合，佐伯森林組合 森林整
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［内容は意見⑷と重複］

ひろしまの森づくり事業に係る指摘について，
実行経費を確認したところ，消費税の取扱に誤り
があったが，補助対象経費は補助上限額を上回
り，県補助金の確定額に影響はなく，結果として，
補助金は過大交付されていなかった。
補助事業における消費税の取扱については，
従来から市町等に対し指導をしてきたところであ
るが，今回の指摘を受け，市町及び事業主体を
対象とする会議を開催し，具体例を示しながら，
適正な事務処理を行うよう周知徹底を図ってい
る。
引き続き，市町や事業主体に対する指導を徹底
していく。
［内容は意見⑷と重複］
補助事業における消費税の取扱については，

備加速化・林業再生基金事業（間伐）＞
［Ｐ 67 参照］
実績報告書に添付されている箇所別報告書に
ついて，神石郡森林組合が事業主体として間伐
を実施した事業で，同組合が外注（請負）施行し
た場合，記載すべき請負金額欄には消費税を含
めた請負金額が記載されており，間接費の欄に
は，消費税込みの請負金額の 10%に相当する金
額が記載され，これらの合計額が記載されるべき
実行経費として記載されていた。
補助の対象となる費用と補助金額を比較する
場合，補助の対象となる費用には消費税を除外
した金額でなければならないため，森林組合によ
る処理の方法は不適である。
上記処理により，平成 21 年度，神石郡神石高
原町（木津和団地）において西城町森林組合へ
の 外注を 行っ た事業に おいて は， 補助 額
9,620,000 円のうち，307,840 円が過大交付となっ
ていた。
（５） 報告事務
補助金事業においては，各種報告が求められ
ているが，以下の報告について不備がある。
① 実績報告書
＜神石郡森林組合，佐伯森林組合 森林整備加
速化・林業再生基金事業（間伐）＞
［Ｐ 65 参照］
広島県森林加速化・林業再生基金事業実施
要領の運用についての「森林整備加速化・林業
再生事業（間伐）における間接比率の適用につ
いて」では，実施主体が請負で実施する場合，実
施主体の間接費は，請負（契約）額に森林組合
等は10%，市町は12%を乗じた額を上限とし，一施
行地毎に実費（現場管理費，通信消耗費等）の
積み上げにより計上するものとすると規定されて
いる。
しかし，実績報告書（検査調書）に添付されて
いる箇所別整理票について，森林組合が事業主
体として間伐を実施した事業で，同組合が外注
（請負）施行した場合，補助の対象となる間接経
費について，一施工地ごとに実費の積み上げ計
上することなく一律請負金額の 10%に相当する金
額が記載されている。
＜神石郡森林組合，佐伯森林組合 ひろしまの森
づくり事業＞
［Ｐ 65 参照］
森林組合で集計している実行経費は，標準経
費とは異なる金額であるにもかかわらず，全て同
額で記載されていた。
このことについて，佐伯森林組合で確認したと
ころ，交付金の申請段階で添付した書類をその
まま使用してしまったとのことであった。
監査の結果，実際は37件中5件は，実行経費
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従来から市町等に対し指導をしてきたところであ
るが，今回の指摘を受け，市町及び事業主体を
対象とする会議を開催し，具体例を示しながら，
適正な事務処理を行うよう周知徹底を図ってい
る。
今後も引き続き，市町や事業主体を指導しなが
ら，消費税の適切な取扱いについて周知徹底し
ていく。
平成２１年度，神石郡神石高原町（木津和団
地）に係る事業における補助額 9,620，000 円のう
ち，307，840 円を返還させる。

森林整備加速化・林業再生基金事業（間伐）に
係る指摘の内容については，資料の整理状況が
悪く，監査受検時に提出できなかったため，再度
実費の積み上げを整理し，間接比率が 10％以上
で適切な処理であることを確認した。
現在は，市町及び事業主体を対象とする会議
を開催し，具体例を示しながら，適正な事務処理
を行うよう周知徹底を図っている。

［内容は意見⑸①と重複］
ひろしまの森づくり事業に係る実行経費の算定
方法について新たに基準を定めるとともに，実績
報告書の適切な作成について，市町・事業主体
に対し指導を行った。

が標準経費を下回っていた。
② 達成状況報告
＜神石郡森林組合，佐伯森林組合 森林整備加
速化・林業再生基金事業（林内路網整備）＞
［Ｐ 66 参照］
事業主体である森林組合は，各年度の事業計
画の達成状況について報告することとなっている
が，神石郡森林組合，佐伯森林組合ともに，監査
を行った全ての年度において達成状況報告書が
提出されていなかった。
（６） 検査・確認事務の適正な実施
① 提出書類
［Ｐ 88 参照］
森林整備地域活動支援事業，森林整備加速
化・林業再生基金事業において，人件費の実
績を根拠として交付される補助金・交付金に
ついて，組合において事業従事の事実を示す
作業日報・作業報告書，事務職員の作業日誌
が作成されておらず，事業従事の事実が確認
できる資料が存在せず，または，存在しても
不十分であるので，事業従事の事実を示す作
業日誌・作業報告書･事務日誌を適切に作成す
るよう指導されるべきである。
そして，検査にあたっては，事業実績報告
書を単に受け取るのみではなく，当該書類を
事業実績報告に添付して提出することを求め
るべきである。

② 現地検査による確認
［Ｐ 88 参照］
環境貢献林整備事業の実施状況の確認の為
に，施工の前後の状態を示す写真が添付される
ことになっている（環境貢献林整備事業実施要領
第 9）。前後のいずれの写真も添付されていない
もの，前後の写真の撮影場所が異なると思われる
もの，前後の写真に変化がなく施工実施の事実
が確認できないものが認められ，県の担当者がそ
の不備を発見し，必要な写真を追加で提出する
ことを求めても，事業体による写真の追加提出が
なされず，施工前後のいずれの写真が添付され
ていなくても，市による現地確認もなされていない
状態で，補助金が交付されている場合があった。
広島県造林事業竣工検査要領の第 3 検査の
区分及び現地検査の省略の2で現地検査を省略
することができる場合について規定している。
すなわち，事業主体，又は事業主体の委任を
受けて造林補助金事務を取り扱う森林組合等
が，現地を確認し，施行地の状況を示す写真等
が整備されている場合には，当該施行地のうち無
作為に抽出するその 10%以上に相当する数の施
行地を除き，現地検査を省略することができるとさ
れている。
しかし，施行地の状況を示す写真等が整備さ
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達成状況報告に係る指摘については，資料の
整理状況が悪く，監査受検時に提出できなかった
ため，再度整理を行い，林業課から平成 25 年 1
月10日付けで，達成状況報告の整理票を包括外
部監査人へ提出した。
現在は，会議等において再度書類等の整理の
周知を図っている。
提出書類に係る指摘については，新たな業務
日誌の様式を示すとともに，市町及び事業主体を
対象とする会議を開催し，事務職員も含め，１日
の従事内容が分かる記録を作成するよう周知徹
底を図っている。

現地検査による確認に係る指摘については，
検査事務を適正に執行するため，書類検査及び
現地検査の手法を定めた検査基準を新たに制定
し，平成 25 年度事業から運用している。

れていないので，現地調査を省略することができ
る条件の全てに該当する場合といえないのである
から，県はこのような場合には，現地検査を省略
することはできないのであって，適正に現地調査
を実施すべきである。
県民の特別な理解を得て課された税金を基に
実施されている事業であることを十分に認識し，
適正な事務の執行に努めるべきである。
（７） 広島県による指導
［Ｐ 89 P 90 参照］
検査は，まず，市町が森林組合の事業実績の
検査を実施し，市町から提出される実績報告書
に基づいて県が検査を実施することになってい
る。
しかし，（6）で述べたように，市町が実施した事
実（人件費の根拠資料の確認）の確認，検査の実
施が十分でなかった。
これは報告書等を提出しさえすれば補助金等
を受け取ることができるという実態があること及び
広島県の検査及び指導が十分ではなかったこと
の証左である。職務怠慢であると言われても仕方
のないことである。
広島県は，事業を実施するにあたって，基金条
例，事業実施要領及び事業実施要領の運営に
ついてを定めている。
これらの諸規定は，補助金等に係る予算の執
行の適正化を図るとともに事業の透明性，客観性
を確保し，効率的な事業の執行を図ることを目的
としているのである。県としては，事業主体に諸規
定の内容を周知徹底し事前の準備・指導を十分
に行うとともに，検査に際しても根拠資料の添付を
求めるなど諸規定に定められた内容に従って遺
漏がないよう適正に手続が行われ，事業が執行さ
れるよう指導されるべきである。
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今回の指摘や指導を受け，市町や事業主体に
対し会議・研修会等で指導を行うとともに，必要な
諸規程を制定し，適正な事業の執行を図ってきた
ところである。
今後も，事業の透明性や客観性を確保しながら
適切な事業執行に努める。

（８） 森林組合
当監査の対象とした基金事業の多くは，森林組
合が行っているので，森林組合についての報告を
行う。
① 森林組合数
［Ｐ 69 参照］
平成18年3月策定の行動計画によれば，現状
17 組合を 7 組合にするとしているが，現状（平成
23 年度末）17 組合であり，計画どおりに進んでい
ない。
② 森林組合の財務状況
［Ｐ 69 ～ P 73 参照］
財務状況の分析結果を平成 23 年度末の状況
で整理すると下記のようになる。
組 合 名
広島市森林組合
佐伯森林組合
山県森林組合
高田郡森林組合
太田川森林組合
賀茂地方森林組合
黒瀬町森林組合
芸南森林組合
尾三地方森林組合
世羅郡森林組合
神石郡森林組合
広島県東部森林組合
甲奴郡森林組合
三次地方森林組合
備北森林組合
西城町森林組合
東城町森林組合

森林組合の合併は県が強制するものではなく，
各組合が必要と認識した場合に達成されるもので
あるため，引き続き合併等の相談に応じていく。
財務状況は常に注視しており，経営が厳しい
組合には，検査やヒアリング時において，役員に
対し問題を提示し，改善に向けて取り組むよう指
導している。

赤字 森林整備事業 未処分 純資産比率
決算 依存状況 剰余金
平均値以下
高い
平均値以下
該当
該当
高い
該当
平均値以下
平均値以下
該当
該当
余裕なし 平均値以下
余裕なし
該当
該当
該当

純資産額
の状況

減少している
減少している
残高が少ない
残高が少ない

高い
高い
平均値以下

高い

③ 財政状況からのコメント
［Ｐ 69 ～ P 73 参照］
赤字決算の組合が増加している。なかには 2-3
期連続赤字決算の組合がある。また,事業損益の
段階での赤字は組合の存続にかかわる問題であ
る
森林組合全体で事業収益では森林整備収益
の減少が大きく, 森林整備収益への依存度の高
い森林組合ではその他の事業での収益確保が
必要である。
各森林組合の剰余金と準備金の状況を検討す
ると,余裕がなく配当等が厳しい状況の森林組合
がある。
また,純資産の状況を分析すると純資産比率が
平均値以下,純資産額が減少傾向や残高の少な
い組合がある。
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以上より,個別の森林組合の財務上の問題点が
判明した。
④ 補助金・交付金の申請の基礎資料の作成を
［Ｐ 74 参照］
補助金・交付金は，対象事業を行うことにより交
付されるものであるが，森林組合では，その基礎
資料の作成・保存が十分ではない。
特に，佐伯森林組合では，人件費請求の基礎
となる現場作業員の作業日報・作業報告書の提
出を求めたところ，作成していないとの回答であっ
た。また，事務職員が申請事業に従事したことを
示す事務日誌も作成されていなかった。
このことは，補助金・交付金制度をないがしろ
にする行為であり，著しく不適切である。
⑤ 広島県による森林組合に対する指導・検査
［Ｐ 74 参照］
各森林組合は事務処理体制・能力に差があり，
結果として不適切な補助金・交付金となってい
る。
広島県が補助金・交付金の各制度内容の周知
を徹底していない結果であると考えられる。

［内容は監査結果⑵③と重複］
作業日報など補助金申請に係る根拠資料を整
理するよう，各市町・森林組合等を対象とした会
議で周知徹底するとともに文書で指導した。
特に国庫補助事業については，新たな業務日
誌の様式を示すとともに，事務職員も含め，１日の
従事内容が分かる記録を作成するよう周知徹底
を図っている。
［内容は意見⑻③と重複］
指摘の内容について，森林組合に対し補助制
度の周知徹底に努めるとともに，補助金事務の適
切な執行については適宜関係課で連携して，指
導していく。

また，補助金・交付金を受けた事業者として
の森林組合に対し，実地監査を行った事例は見
当たらなかった。

⑥ 森林組合の合併
［Ｐ 75 参照］
森林組合の財務内容分析の結果，林業を取り
巻く経営環境の悪化により，財務体質の悪化が
生じている森林組合がある。特に事業損益段階
での赤字や連続赤字決算の組合，森林整備事業
に依存している組合及び損失処理が困難な組合
等については，経営リスクが高く，余裕のある組合
との救済合併や広域連合を目的とした合併等を
検討すべきである。
特に，芸南森林組合と世羅郡森林組合につい
ては，財務状況が悪化しており，早急な対策（近
隣組合との合併等）が必要である。
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［内容は意見⑻②と重複］
広島県森林組合連合会に対し，系統内の経営
困難な組合について，今後の在り方を検討するよ
う指導している。
後述２組合については，合併も含めた改善へ
の指導を行っている。

平成 24 年度包括外部監査の結果による措置状況
<知事所管分>

意 見
２ 意見一覧
（１） 計画の反省と策定
［Ｐ 82 参照］
最初に，広島県の活性化行動計画の反省と，
新計画の策定について述べる。
2006～2010 広島県新農林水産業・農山漁村
活性化行動計画は，効率的な木材の生産・流通
体制の確立を目標に下記の重点施策を実施して
きた。
１ 林業生産の低コスト化（低コスト林業団地の
拡大）
２ 林業事業体の育成強化（林業組合の経営基
盤強化）
３ 木材流通の効率化と木材利用の拡大（県産
材の流通・使用の促進）
2010年(平成22年)の実績では計画を達成した
項目は，6項目のうち4項目であり2項目（森林組
合の合併推進及び森林組合の長期施業受託面
積の拡大）は未達成であった。
合併は，平成 24 年 4 月に一件実現しているこ
とから現在（平成 25 年 1 月）森林組合は 16 組合
である。しかし，「第 5 監査対象補助金の監査結
果（10）森林組合 ⑥森林組合の合併」で指摘し
ているように財務体質の悪化している森林組合が
あり，合併の推進は今後も引き続いて実施する必
要がある。
引き続いて，2020 広島県農林水産業チャレン
ジプランが作成されている。
新プランは，平成 21 年 12 月の農林水産省が
策定した「森林・林業再生プラン」に基づいて新た
な取り組みを実施している。
今後の課題は，下記のとおりである。
① 効率的な県産材生産体制の確立
② 消費者ニーズに見合う流通・加工体制の構
築
③ 県産材の利用拡大に対する取り組み
④ 森林資源の循環利用に関する取り組み
①については前プランの①及び②により推進
した政策の継続である。
②及び③については前プランの③の継続・発
展を目指している。
④については環境問題への対応からの新しい
課題である。
新プランは，農林水産省が策定した「森林・林
業再生プラン」を基に作成しているが，広島県の
独自性や事情を考慮し，前回プランの取り組み

〔農林水産局〕

措置の状況

2006～2010 広島県新農林水産業・農山漁村活
性化行動計画での取組結果を踏まえ，平成 22 年
12 月に策定した「2020 広島県農林水産業チャレン
ジプラン」においては，４つの各主要施策のそれぞ
れにおいて「現状と課題」を分析し，施策の展開方
向，数値目標の設定を行っている。

24

成果が一部記載されているが不十分である。
（２） 補助金・交付金のあり方
［内容は監査結果⑴①と重複］
① 公平な補助金・交付金を
指摘の内容について，請求する項目は申請者
の任意とされており，その請求に基づき交付決定を
［Ｐ 83 参照］ 行っている。
森林関係の補助金・交付金は，事業者によ
意見等を踏まえ会議等を通じて申請者に対し補
り申請内容が均一ではなく，結果として不公 助制度の周知徹底に努めている。
平をもたらしている。
例として，森林整備地域活動支援事業にお
ける実行経費の請求内容が挙げられる。施業
集約化の実行経費内訳報告において，11 項目
の費用のうち，7 項目の請求をした森林組合
がある一方，人件費しか請求しなかった森林
組合が 7 組合中 2 組合ある。
広島県が事前に制度の周知徹底をしていれ
ば，このような不公平な事態は防げたと考え
られるので，今後は，補助金・交付金制度に
ついて事前の周知を十分にされたい。

［内容は監査結果⑵②と重複］
森林整備地域活動支援事業（施業の集約化）に
② 事業箇所の精査を（2 年連続同一箇所への ついて，同一箇所での複数年にわたる事業実施
交付金）
は，国の補助制度上認められている。
森林整備地域活動支援事業において，平成
21 年度及び平成 22 年度ともに交付金額が同額
あるいは近似し，交付対象者も同一であり，対象
面積が同じ，事業内容が同じものがある。
例えば，廿日市市においては，平成 21 年度
及び平成22年度ともに交付額9,850,000円，交
付対象者 4 者，対象面積 1,970ha で，同一であ
る。
このことは，事業がただ単に前年を踏襲し行
われているだけで，事業の効果は甚だ少ないと
言わざるを得ない。
同額の資金を他に交付すれば，政策効果が
発揮できるので，事業箇所の精査を要望する。
［内容は監査結果⑴②と重複］
③ 規定に基づく適正な補助金
指摘の路線については，次年度以降の計画を
［Ｐ 86 参照］ 予算の範囲内で前倒しして実施したものである。
広島県森林整備加速化・林業再生基金事業 変更交付申請については，路線の廃止・新設・
の実施に当たり,路線箇所の廃止及び変更があ 市町申請額の変動を対象としており，路線毎の延
る場合・市町申請額の変更がある場合など,補助 長変更のみについては変更手続きの対象外とされ
金変更交付申請書を提出しなければならない， ている。
と規定している。そこで，夏夜鳥支線をみると， この度の意見等を踏まえ会議等を通じて事業主
実際の事業費が補助金額を 20%以上下回って 体と県・市町との間で変更内容の周知徹底に努め
いるにもかかわらず，上記規定による補助金交 ている。
付変更申請書の提出がなされていない。
そもそも,補助金の交付は，路線ごとに事業費
が算出され,それに基づいて申請・交付されてい
るものであるから,路線ごとに実事業費と補助金
額の対比を行い,実事業費が補助金額を下回る
ような場合,その額を明らかにすべきであるが,そ
れが明らかにされないまま,余った補助金を次年
度実施予定の路線の施工費に充当されたこと
は,著しく不透明であり「渡切り」と言わざるを得な
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い。
今後,より適正な申請手続きの改善を行うべき
である。
④ 自己所有山林への請負
［Ｐ 84 参照］
［内容は監査結果⑴②と重複］
＜佐伯森林組合森林整備地域活動支援事業＞ 森林整備地域活動支援事業(作業路網の改良活
佐伯森林組合では，代表取締役個人が所有
する山林の路網改良工事について，同族会社 動)に係る指摘の内容については，国の補助制度
が，随意契約により請負施工している（1 件 上認められている。
1,053,000 円）。
団地林の施業集約化の路網改良工事を行う
ものであるが，当団地林の施業集約化の同意
は，同族法人と代表取締役個人のみであり，
およそ集約化が出来たとは言い難い。

＜佐伯森林組合 ひろしまの森づくり事業＞
佐伯森林組合では，自己所有の山林に対し
て，自らが間伐事業の施業を行い，補助金を受
け取った者がある（2 件 874,780 円）。
自己所有山林の整備を自らが行うことは，事
業経営上当然の事である。自己所有山林の整
備を行ったことにより，補助金を受け取るのは，
国民感情，県民感情として納得できない。
制度の仕組みを改め，透明・公平な補助金制
度にして欲しい。
⑤ 間伐収益からの実費負担を
［Ｐ 86 参照］
森林整備地域活動支援事業においては，
GPS 等による測量を通じた境界の明確化・作業
路網の整備を行い，間伐事業も税金により行な
われている。その収益はすべて森林所有者に
帰属しているが，個人の（法人）の所有資産であ
る森林の資産価値は，税金の投入により増加し
たものであり，間伐収入を限度として，境界の明
確化・作業路網の整備等の費用は自己負担さ
せるのが，正しい税金の使い方であると考える。
税金が特定の者の資産価値を増加させ，収益
を増大させる制度は改めるべきである。
（３） 契約事務
［Ｐ 86 参照］
＜森林整備地域活動支援事業＞，＜森林整
備加速化・林業再生基金事業＞，＜ひろしま森
づくり事業＞において，森林組合が事業主体と
なり，そして，請負で施工する場合に，一律随意
契約の方式によって請負契約が締結されてい
た。
しかし，競争入札の方式を導入するよう指導
されるべきである。
都道府県及び市町村が森林組合，民間事業
者等と植栽，下刈，間伐等の造林事業に関して
請負契約等を締結する場合には，地方自治法
（法第 234 条）等により，原則として一般競争入

［内容は監査結果⑴②と重複］
ひろしまの森づくり事業は，森林の有する公益
的機能を維持・発揮することを目的としており，森
林機能の維持・発揮による恩恵は県民すべてが享
受するものであることから，自己所有山林への補助
を認めている。

国の補助制度の要件等に沿った事業を実施して
いるものであり，適正な事業執行に努めている。

［内容は監査結果⑶と重複］
県地方機関を通じて，市町・森林組合等へ「造林
関係事業における競争入札の推進について」（平
成 24 年４月 2 日付け）を通知することにより，競争
入札が推進されるよう，周知徹底に努めている。
また，森林組合等が行う契約は地方自治法の適
用を受けないが，ひろしまの森づくり事業は県民や
企業などから徴収したひろしまの森づくり県民税を
財源としていることに鑑み，今後とも事業コストの縮
減や事業の透明性の確保に努めていく。
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札によることとされている。
広島県森林整備地域活動支援事業基金は，
県土の保全，水源のかん養，地球温暖化の防
止等の森林の有する多面的機能の発揮に支障
をきたすことがないように，効率的・計画的な間
伐を行う仕組みの構築，施業に必要な路網の改
良を支援することを目的としている。
広島県森林整備加速化・林業再生基金の制
度の目的・趣旨は，地球温暖化防止に向けた二
酸化炭素の森林吸収目標の達成，低炭素社会
の実現が求められる中，地域の実情に応じて，
その創意工夫に基づいて間伐や路網の整備，
間伐等の森林整備の加速化と間伐材等の森林
資源を活用した林業・木材産業等の地域産業
の再生を図ることにある。
ひろしまの森づくり事業は，県土の保全や水
源のかん養など，県民全体が享受している森林
の有する公益的機能を継続的に発揮させること
に制度の目的・趣旨がある。
これらの制度の目的・趣旨からして，森林整
備地域活動支援事業，森林整備加速化・林業
再生基金事業，ひろしまの森づくり事業は，正
に強い「公益性」を有している。
これらの基金は税金が投入されていること，
競争入札の方式によれば契約締結の恣意性を
排除して透明性・客観性を担保することができる
こと及び公平性を確保できることなどを総合勘案
して，森林組合が地方公共団体ではないとして
も，地方公共団体が実施する公共事業に準じて
一律随意契約の方式によるのではなく，競争入
札の方式によることが適切であるから競争入札
の方式を導入するよう指導されるべきである。
（４） 消費税
［Ｐ 84 参照］

今回監査を行った補助金等のうち，広島県
森林整備加速化・林業再生基金事業にかかわ
るものについて，消費税等の取り扱いの不備
による補助金の過大交付があった。また，ひ
ろしまの森づくり事業にかかわるものについ
ても，消費税等の取り扱いについて同様の不
備があり，県に対して実態確認を依頼中であ
る。
消費税等の取り扱いの不備の内容を事例で示
すと次のとおりである。

［内容は監査結果⑷と重複］
ひろしまの森づくり事業に係る指摘について，実
行経費を確認したところ，消費税の取扱に誤りがあ
ったものの，補助対象経費は補助上限額を上回
り，県補助金の確定額に影響はなく，結果として，
補助金は過大交付されていなかった。
補助事業における消費税の取扱については，従
来から市町等に対し指導をしてきたところである
が，今回の指摘を受け，市町及び事業主体を対象
とする会議を開催し，具体例を示しながら，適正な
事務処理を行うよう周知徹底を図っている。
引き続き，市町や事業主体に対する指導を徹底
していく。
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＜消費税等の取り扱いの不備の内容＞
補助金は補助金の交付要綱により定められた標準経費と実際に支出した
実行経費のいずれか低い金額（以下「補助基準額）という）から所有者の
自己負担額を控除した金額となる。
＜前提条件＞
前提条件＞
ａ 標準経費 250,000 円
ｂ 実行経費 税抜き金額 240,000 円，税込み金額 252,000 円
Ａ 本来の
本来の取り扱い
標準経費と税抜きの実行経費を比較する。
250,000 円 ＞ 240,000 円 ∴補助基準額 240,000 円
Ｂ 過大交付となった
過大交付となった際
となった際の取り扱い
標準経費と税込みの実行経費を比較している。
250,000 円 ＜ 252,000 円 ∴補助基準額 250,000 円
Ｃ 過大交付額の
過大交付額の計算
ＣとＢの差額が補助金の過大交付額となる。
250,000 円－240,000 円＝10,000 円 ・・・ 過大交付額

上記Ａの本来の取り扱いでは，補助金額
240,000 円に対し，外注への支払額は税込金額
である 252,000 円となるが，この支払額のうち消
費税等相当額である 12,000 円は消費税等の申
告を行うことにより，税額の還付又は他の課税売
上に係る消費税等から控除（以下「還付等」とい
う。）することができる。この結果，当事業を実施
するための支出は，当初の支出額 252,000 円か
ら還付等を受ける12,000円を除いた240,000円
になり，交付を受ける補助金と同額になるため，
事業者の手元に補助金は残らない。
しかし，広島県森林整備加速化・林業再生基
金事業に係る補助金について神石郡森林組合
で，ひろしまの森づくり事業に係る補助金につ
いて佐伯森林組合では上記Ｂの取り扱いが行
われていた。神石郡森林組合では補助金が過
大に交付されていた。
今年度監査を行った，健康福祉局関係の補
助金においても，事業者からの消費税等に関す
る報告書が漏れていたが，県の担当者も消費税
等に関する報告の必要性を認識していなかっ
た。
これらのことを考え合わせると，広島県全体の
補助金・交付金の業務執行において，消費税等
に関係した補助金の減額及び返還事務が適正
に行われているかについて大きな疑問を持たざ
るを得ない。
まずは，過大交付となっている補助金につい
ては返還を求めるべきであるし，消費税等につ
いて報告を受けるべきである。
今後は，各規定の趣旨を十分に理解し，必要
に応じて，各補助金に共通する問題については
横断的に判断及び確認をする体制も構築した
上で，関係先への指導も含め適正な執行に努
めるべきである。
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（５） 報告事務の徹底
① 事業実績報告書の記載

［Ｐ 89 参照］

今年度現地監査を行った神石郡森林組合と
佐伯森林組合の両組合ともに，ひろしまの森
づくり事業に関する事業実績報告書におい
て，実行経費と標準経費を同額で記載してい
た。実行経費は，補助金決定の一要素になる
ことはもとより，補助基準額と実行経費を比
較することにより，事業の執行状況を確認す
る際の参考にもなり得るものであり，実績報
告書の趣旨から考えても，実行経費欄には実
額を記載すべきである。県としても実績報告
書の様式を形骸化させることのないよう，正
確に記載されるよう指導を行うべきである。

② 実績報告書の記載
［Ｐ 89 参照］
森林整備加速化・林業再生事業＜間伐＞請
負の実績報告書に添付されている箇所別整理
票の間接費の欄の記載方法について一律請負
契約金額の 10%に相当する金額を記載すること
なく，実費（現場管理費，通信消耗費等）につい
て一施工地ごとに積み上げ計上し，その実費が
請負契約金額の 10%に相当する金額を超えた場
合にのみ請負契約金額の10%に相当する金額を
記載することが許される旨を周知徹底させ，ま
た，適正に記載するよう指導されるべきである。
③ 達成状況報告及び事業評価
［Ｐ 90 参照］
森林整備加速化・林業再生事業を実施する
にあたって，広島県は，基金を造成するために
広島県条例第 34 号広島県森林整備加速化・林
業再生基金条例，広島県森林整備加速化・林
業再生事業実施要領及び広島県森林整備加
速化・林業再生事業実施要領の運用について
を定めている。
これらの諸規定は，補助金等に係る予算の執行
の適正化を図るとともに事業の透明性，客観性を
確保し，効率的な事業の執行を図ることを目的とし
ているのであるから，県としては，事業主体に諸規
定の内容を周知徹底し，諸規定に定められた内容
に従って適正に手続が行われ，事業が執行される
よう指導されるべきである。

［内容は監査結果⑸①と重複］
ひろしまの森づくり事業に係る実行経費の算定
方法について新たに基準を定めるとともに，実績報
告書の適切な作成について，市町・事業主体に対
し指導を行った。

森林整備加速化・林業再生事業に係る実績報告
書，達成状況報告及び事業評価に係る指摘につ
いて，市町及び事業主体を対象とする会議を開催
し，具体例を示しながら，適正な事務処理を行うよ
う，周知徹底を図っている。
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（６） 補助金・交付金を受取る事業者に対する指
導
［Ｐ 90 参照］
広島県は，外部監査により判明した次に掲げる
事項について，事業者を指導しなければならない
と考える。
以下，チェックリストの作成を念頭におき，述べる
こととする。
・過去に補助金を受け取った機械・器具等の減
価償却費相当額は，交付金の請求ができない
こと
・補助金・交付金請求の基礎資料の作成と保存
現場作業員が作成すべき作業日報・作業日誌
を作成し，保存すること
・事務職員が作成すべき事務日誌を作成し，保
存すること
・管理職については管理職業務があるので，
100%請求はできないことまた請求金額は一般
職員の金額と同額にすべきこと
・事業は公共事業としての性格を有するので，一
定金額以上の契約については，随意契約では
なく，競争入札によること
・申請内容が，申請者により不均一であり，結果
として不公平を生じているので，制度の内容を
周知徹底すること
・消費税については，補助金等の請求額に含め
ないこと
・自己所有山林，同族会社関係者の所有する山
林については，所有者以外の者が施業を行う
こと
（７） 事前のチェックリスト作成を
［Ｐ 91 参照］
今回の包括外部監査ではいくつかの指摘をし
たが，その多くは，事前のチェックがあれば防ぐ
ことが出来たものが多い。
事業の開始に当たり，誤りやすいと考えられる
所のチェックリストを作成し，適正な事業を実施
していただきたい。
チェックリストの内容については，「6 補助金・
交付金を受け取る事業者に対する指導」を参考
にされたい。
（８） 森林組合
① 健全な組合経営体制の確立を
［Ｐ 91 参照］
広島県の森林組合は，17 組合（平成 23 年度
末）あるが，損益動向を見ると，平成 23 年の事
業損益は合計で△66,774千円であり，経常損益
は△13,737 千円と赤字である。
平成 21 年の事業損益 246,086 千円，経常損
益 281,723 千円に比し，大幅な落ち込みであ
る。
関連する事業に進出し，経営の多角化を行う

補助事業の適切な執行については，従来から市
町・事業主体に対し指導をしてきたところである。
今回の指摘を受け，次年度事業ヒアリングで確認
できる内容は，事前にチェックを行うとともに，森林
整備事業等担当者会議等において，各内容に対
するチェックの徹底指導に努めていく。

事業の実施や検査に際しては，既にチェックリス
ト等による確認作業を行っているが，監査意見を踏
まえ，今後はチェック項目の見直しや事前確認作
業を徹底するなど，適正な事業執行に努める。

現状の財務状況での新たな投資や，経営意欲
が減退している組合員からの賦課金の徴収は困難
と思われるため，現行事業の低コスト化や組織体
制の見直し等により，安定的な経営になるよう指導
している。
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とともに，効率的経営体制を確立しなければ，必
要な事業利益は確保できない。
賦課金等を徴収することを含め，健全な組合
運営体制の確立が望まれる。
② 合併による森林組合の存続
［Ｐ 91 参照］
［内容は監査結果⑻⑥と重複］
森林組合の財務状況は「第 5 監査対象補助 広島県森林組合連合会に対し，系統内の経営
金の監査結果 （10）森林組合②森林組合の財 困難な組合について，今後の在り方を検討するよう
務状況」で検討している。
指導している。
検討の結果，林業を取り巻く経営環境の悪
後述２組合については，合併も含めた改善への
化により財務体質の悪化が生じている森林 指導を行っている。
組合がある。特に，事業損益段階での赤字や
連続赤字決算の組合，森林整備事業に依存し
ている組合，損失処理が困難な組合等につい
ては，経営リスクが高く，余裕のある組合と
の 救済 合 併や 広域 連 合を目 的 とした合 併 等
を検討すべきである。
例えば芸南森林組合と世羅郡森林組合につ
いては財務状況が悪化しており，早急な対策
（近隣組合との合併等）が必要である。
その他にも将来経営悪化が予想される森林
組合もあると思われるので,前回のプラン「2006
～2010 広島県新農林水産業・農山漁村活性化
行動計画」に記載のある「組合合併の推進」によ
り，広島県の林業の存続を検討すべきである。
③ 森林組合に対する指導（団体検査課との連
［内容は監査結果⑻⑤と重複］
携）
指摘の内容について，森林組合に対し補助制
［Ｐ 91 参照］ 度の周知徹底に努めるとともに，補助金事務の適
今回の外部監査においては，補助金・交付 切な執行については適宜関係課で連携して，指導
金を受け取った森林組合に対する実地監査 していく。
を行うことにより，事態解明に努めた。
その結果，補助金・交付金の申請から報告に
至るまで多くの是正すべき事項があり，事務
の杜撰な実態が明らかになった。
森林組合の監督については，団体検査課の
所掌事務とされているが，各事業の監査は担当
課が行わなければならない。
各森林組合は，その事業処理体制・能力に差
があり，結果として不公平な補助金・交付金
となっている。
また，広島県の事前指導・周知が十分でない
ため，誤りが散見される。
今後は，森林組合に対し，制度の事前周知，
チェックリストの作成による注意喚起，結果報告
の精査を通じ，十分な指導を行われることを望
むものである。
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