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    宝塚市長宝塚市長宝塚市長宝塚市長        中 川 智中 川 智中 川 智中 川 智 子子子子    様様様様 

 

宝塚市監査委員宝塚市監査委員宝塚市監査委員宝塚市監査委員    井井井井    上上上上    芳芳芳芳    治治治治    

同同同同                山山山山    本本本本    敬敬敬敬    子子子子    

 

 

            随時監査随時監査随時監査随時監査（（（（健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部））））のののの結果結果結果結果についてについてについてについて（（（（報告報告報告報告）））） 

 

 

    地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第１９９１９９１９９１９９条第条第条第条第５５５５項項項項のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき行行行行いましたいましたいましたいました標記標記標記標記のののの監査結果監査結果監査結果監査結果をををを、、、、同条第同条第同条第同条第９９９９項項項項

のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり報告報告報告報告しますしますしますします。。。。    
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第第第第１１１１    監査監査監査監査のののの種類種類種類種類 

随随随随    時時時時    監監監監    査査査査（（（（地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第１９９１９９１９９１９９条第条第条第条第５５５５項項項項）））） 

 

第第第第２２２２    監査監査監査監査のののの目的及目的及目的及目的及びびびび趣旨趣旨趣旨趣旨 

生活保護申請生活保護申請生活保護申請生活保護申請からからからから支給支給支給支給までのまでのまでのまでの間間間間にににに生活保護申請者生活保護申請者生活保護申請者生活保護申請者がががが緊急緊急緊急緊急にににに必要必要必要必要とするとするとするとする費用費用費用費用にににに対対対対すすすす

るるるるつなぎつなぎつなぎつなぎ資金貸付事業資金貸付事業資金貸付事業資金貸付事業についてについてについてについて、、、、そのそのそのその財源財源財源財源であるであるであるである、、、、からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金とととと呼称呼称呼称呼称されているされているされているされている

金銭金銭金銭金銭（（（（以下以下以下以下「「「「からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金」」」」というというというという。）。）。）。）をををを市市市市のののの予算予算予算予算にににに計上計上計上計上せずせずせずせず運用運用運用運用していることがしていることがしていることがしていることが総総総総

計予算主義計予算主義計予算主義計予算主義にににに反反反反するのではないかとのするのではないかとのするのではないかとのするのではないかとの質疑質疑質疑質疑がががが平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１２１２１２１２月市議会定例会月市議会定例会月市議会定例会月市議会定例会でなさでなさでなさでなさ

れたことをれたことをれたことをれたことを受受受受けてけてけてけて、、、、随時監査随時監査随時監査随時監査をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。    

なおなおなおなお、、、、徳田逸男委員徳田逸男委員徳田逸男委員徳田逸男委員についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成１５１５１５１５年年年年７７７７月月月月１１１１日日日日からからからから平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日

までのまでのまでのまでの間間間間、、、、健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長でありでありでありであり、、、、本本本本件監査件監査件監査件監査についてについてについてについて利害関係利害関係利害関係利害関係がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、地方地方地方地方

自治自治自治自治法第法第法第法第１９９１９９１９９１９９条条条条のののの２２２２のののの規定規定規定規定によりによりによりにより除斥除斥除斥除斥しましたしましたしましたしました。。。。    

 

第第第第３３３３    監査監査監査監査のののの対象対象対象対象 

生活援護課生活援護課生活援護課生活援護課がからたちがからたちがからたちがからたち基金基金基金基金によってによってによってによって実施実施実施実施するするするする資金貸付資金貸付資金貸付資金貸付にににに係係係係るるるる事業事業事業事業    

 

第第第第４４４４    監査監査監査監査のののの期間期間期間期間 

予備調査予備調査予備調査予備調査    平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日～～～～平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月月月月１６１６１６１６日日日日 

本本本本    監監監監    査査査査    平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月月月月１６１６１６１６日日日日 

 

第第第第５５５５    監査監査監査監査のののの概要概要概要概要 

市担当部局市担当部局市担当部局市担当部局であるであるであるである健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部からからからから提出提出提出提出されたされたされたされた貸付事業貸付事業貸付事業貸付事業のののの関係諸帳簿関係諸帳簿関係諸帳簿関係諸帳簿とととと証拠書類証拠書類証拠書類証拠書類とととと

のののの照合照合照合照合、、、、宝塚市社会福祉協議会宝塚市社会福祉協議会宝塚市社会福祉協議会宝塚市社会福祉協議会（（（（以下以下以下以下「「「「協議会協議会協議会協議会」」」」というというというという。）。）。）。）からからからから提供提供提供提供をををを受受受受けたけたけたけた参考資参考資参考資参考資

料料料料のののの内容確認内容確認内容確認内容確認、、、、市及市及市及市及びびびび協議会協議会協議会協議会のののの関係職員関係職員関係職員関係職員からのからのからのからの事情聴取等事情聴取等事情聴取等事情聴取等によりによりによりにより、、、、監査監査監査監査をををを実施実施実施実施しましましましま

したしたしたした。。。。 

監査監査監査監査にににに際際際際しししし、、、、健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部にににに対対対対しししし、、、、からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金にににに関関関関してしてしてして現存現存現存現存するするするする文書文書文書文書すべてのすべてのすべてのすべての提提提提

出出出出をををを求求求求めましたがめましたがめましたがめましたが、、、、監査結果監査結果監査結果監査結果をををを判断判断判断判断するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな書類書類書類書類としてはとしてはとしてはとしては、（、（、（、（1111））））平成平成平成平成1111９９９９年年年年

度以降度以降度以降度以降のののの返済済返済済返済済返済済みのみのみのみの者者者者にににに係係係係るるるる受領書受領書受領書受領書（（（（貸付貸付貸付貸付をををを証証証証するするするする書類書類書類書類））））のののの一部一部一部一部、（、（、（、（2222））））未返済未返済未返済未返済のののの者者者者

にににに係係係係るるるる受領書受領書受領書受領書（（（（貸付貸付貸付貸付をををを証証証証するするするする書類書類書類書類）、（）、（）、（）、（3333））））平成平成平成平成１７１７１７１７年度以降年度以降年度以降年度以降のののの出納簿出納簿出納簿出納簿、（、（、（、（4444））））生活援護生活援護生活援護生活援護

課長課長課長課長がががが名義人名義人名義人名義人であるであるであるである預金通帳預金通帳預金通帳預金通帳、（、（、（、（5555））））兵庫県下兵庫県下兵庫県下兵庫県下のののの他市状況他市状況他市状況他市状況がががが記載記載記載記載されたされたされたされた文書文書文書文書がががが提出提出提出提出ささささ

れたにとどまっていますれたにとどまっていますれたにとどまっていますれたにとどまっています。。。。    
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第第第第６６６６    監査監査監査監査のののの結果結果結果結果 

１１１１    総計予算主義違反総計予算主義違反総計予算主義違反総計予算主義違反についてについてについてについて    

歳入歳出予算歳入歳出予算歳入歳出予算歳入歳出予算にににに計上計上計上計上せずにせずにせずにせずに、、、、からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金をををを生活保護申請者生活保護申請者生活保護申請者生活保護申請者又又又又はははは被保護者被保護者被保護者被保護者がががが緊急緊急緊急緊急にににに必必必必

要要要要とするとするとするとする費用費用費用費用にににに対対対対するするするするつなぎつなぎつなぎつなぎ資金資金資金資金としてとしてとしてとして貸付貸付貸付貸付していることについてしていることについてしていることについてしていることについて、、、、沿革等沿革等沿革等沿革等にににに遡遡遡遡りりりり当該当該当該当該

基金基金基金基金のののの性格性格性格性格をををを検討検討検討検討したしたしたした結果結果結果結果、、、、歳計現金歳計現金歳計現金歳計現金にはにはにはには該当該当該当該当せずせずせずせず、、、、総計予算主義総計予算主義総計予算主義総計予算主義のののの原則原則原則原則にはにはにはには違反違反違反違反してしてしてして

いないものといないものといないものといないものと判断判断判断判断しますしますしますします。。。。    

２２２２    出納事務出納事務出納事務出納事務のののの正確性等正確性等正確性等正確性等についてについてについてについて    

現存現存現存現存するするするする文書類文書類文書類文書類をををを調査調査調査調査したしたしたした範囲範囲範囲範囲においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、金銭金銭金銭金銭のののの出納自体出納自体出納自体出納自体はおおむねはおおむねはおおむねはおおむね適正適正適正適正にににに行行行行われわれわれわれ

ていましたがていましたがていましたがていましたが、、、、事務事務事務事務のののの遂行過程遂行過程遂行過程遂行過程にはにはにはには若干若干若干若干のののの問題点問題点問題点問題点がありましたがありましたがありましたがありました。。。。    

    

第第第第７７７７    事実事実事実事実のののの認定認定認定認定    

関係職員関係職員関係職員関係職員からのからのからのからの事情聴取及事情聴取及事情聴取及事情聴取及びびびび調査調査調査調査にににに基基基基づきづきづきづき、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり事実事実事実事実をををを確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

    

１１１１    からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金によるによるによるによる貸付貸付貸付貸付にににに係係係係るるるる歴史的経緯歴史的経緯歴史的経緯歴史的経緯    

 (1) (1) (1) (1)    共同募金及共同募金及共同募金及共同募金及びびびび協議会協議会協議会協議会のののの歴史歴史歴史歴史    

からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金はははは、、、、そのそのそのその財源財源財源財源がががが歳入予算歳入予算歳入予算歳入予算にににに計上計上計上計上されておらずされておらずされておらずされておらず、、、、募金募金募金募金をををを原資原資原資原資としていまとしていまとしていまとしていま

すがすがすがすが、、、、そのそのそのその募金募金募金募金についてについてについてについて協議会協議会協議会協議会がががが関与関与関与関与しているためしているためしているためしているため、、、、まずまずまずまず、、、、からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金のののの性格性格性格性格をををを導導導導

きききき出出出出すのにすのにすのにすのに必要必要必要必要なななな限限限限りでりでりでりで、、、、共同募金共同募金共同募金共同募金のののの歴史及歴史及歴史及歴史及びびびび協議会協議会協議会協議会のののの歴史歴史歴史歴史をををを概観概観概観概観しますしますしますします（（（（中央共同中央共同中央共同中央共同

募金会募金会募金会募金会、、、、協議会協議会協議会協議会ののののホームページホームページホームページホームページ及及及及びびびび宝塚市社会福祉協議会宝塚市社会福祉協議会宝塚市社会福祉協議会宝塚市社会福祉協議会５０５０５０５０年史年史年史年史（（（（平成平成平成平成1111６６６６年発行年発行年発行年発行。。。。

「「「「以下以下以下以下５０５０５０５０年史年史年史年史」」」」というというというという。）。）。）。）からからからから抜粋加工抜粋加工抜粋加工抜粋加工してしてしてして作成作成作成作成）。）。）。）。    

アアアア    昭和昭和昭和昭和２２２２２２２２年年年年（（（（1947194719471947年年年年））））にににに共同募金共同募金共同募金共同募金がががが創設創設創設創設されされされされ、、、、第第第第1111回共同募金運動回共同募金運動回共同募金運動回共同募金運動がががが１１１１１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日

からからからから１２１２１２１２月月月月２５２５２５２５日日日日までまでまでまで間間間間、、、、４４４４１１１１県県県県でででで実施実施実施実施されたされたされたされた。。。。    

イイイイ    昭和昭和昭和昭和２６２６２６２６年年年年（（（（1951195119511951年年年年））））にににに社会福祉事業法施行社会福祉事業法施行社会福祉事業法施行社会福祉事業法施行によりによりによりにより共同募金共同募金共同募金共同募金がががが制度化制度化制度化制度化されされされされ、、、、またまたまたまた、、、、

ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ歳末歳末歳末歳末たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい運動運動運動運動がががが初初初初めてめてめてめて行行行行われわれわれわれ、、、、共同募金会共同募金会共同募金会共同募金会がががが義援金義援金義援金義援金のののの受入受入受入受入れとれとれとれと配分配分配分配分をををを

担当担当担当担当したしたしたした。。。。    

ウウウウ    昭和昭和昭和昭和２９２９２９２９年年年年（（（（1954195419541954年年年年））））にににに、、、、協議会協議会協議会協議会がががが発足発足発足発足しししし、、、、市役所内市役所内市役所内市役所内にににに事務所事務所事務所事務所をををを開設開設開設開設したしたしたした。。。。昭和昭和昭和昭和

３１３１３１３１年年年年（（（（1956195619561956年年年年））））にににに共同募金会宝塚支部共同募金会宝塚支部共同募金会宝塚支部共同募金会宝塚支部のののの事務事務事務事務をををを開始開始開始開始したしたしたした。。。。    

エエエエ    昭和昭和昭和昭和３４３４３４３４年年年年（（（（1959195919591959年年年年））））にににに、、、、歳末歳末歳末歳末たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい募金募金募金募金がががが共同募金共同募金共同募金共同募金のののの一環一環一環一環となりとなりとなりとなり、、、、募金期募金期募金期募金期

間間間間がががが現行現行現行現行のののの３３３３かかかか月月月月となったとなったとなったとなった。。。。    

オオオオ    昭和昭和昭和昭和４２４２４２４２年年年年（（（（1967196719671967年年年年）、）、）、）、協議会協議会協議会協議会はははは専任職員専任職員専任職員専任職員３３３３人人人人をををを雇用雇用雇用雇用したしたしたした。。。。    

カカカカ    昭和昭和昭和昭和４３４３４３４３年年年年（（（（1968196819681968年年年年））））にににに、、、、協議会協議会協議会協議会はははは、、、、社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人のののの認可認可認可認可をををを取得取得取得取得しししし、、、、宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市からからからから

人件費人件費人件費人件費のののの補助補助補助補助をををを受受受受けけけけ、、、、日本赤十字社事務日本赤十字社事務日本赤十字社事務日本赤十字社事務、、、、宝塚市愛宝塚市愛宝塚市愛宝塚市愛のののの持持持持ちちちち寄寄寄寄りりりり運動協会運動協会運動協会運動協会※※※※1111（（（（以下以下以下以下「「「「運運運運

動協会動協会動協会動協会」」」」というというというという。）。）。）。）事務等事務等事務等事務等のののの業務業務業務業務をををを宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市からからからから事務移管事務移管事務移管事務移管されたされたされたされた。。。。またまたまたまた、、、、事務所事務所事務所事務所をををを宝塚宝塚宝塚宝塚

市老人福祉市老人福祉市老人福祉市老人福祉センターセンターセンターセンターへへへへ臨時移転臨時移転臨時移転臨時移転したしたしたした。。。。    
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キキキキ    昭和昭和昭和昭和４７４７４７４７年年年年（（（（1972197219721972年年年年）、）、）、）、協議会協議会協議会協議会はははは、、、、宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市からのからのからのからの職員派遣受入職員派遣受入職員派遣受入職員派遣受入れをれをれをれを開始開始開始開始したしたしたした。。。。    

クククク    昭和昭和昭和昭和４９４９４９４９年年年年（（（（1974197419741974年年年年））））協議会協議会協議会協議会はははは南口再開発南口再開発南口再開発南口再開発ビルビルビルビルＢＢＢＢ棟棟棟棟４４４４階階階階へへへへ事務所事務所事務所事務所をををを移転移転移転移転したしたしたした。。。。    

ケケケケ    昭和昭和昭和昭和５６５６５６５６年年年年（（（（1981198119811981年年年年））））にににに、、、、町村組織町村組織町村組織町村組織のののの強化強化強化強化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、中央共同募金会中央共同募金会中央共同募金会中央共同募金会がががが「「「「改正改正改正改正

支会分会規程案支会分会規程案支会分会規程案支会分会規程案・・・・会則準則案会則準則案会則準則案会則準則案」」」」等等等等をををを提示提示提示提示したしたしたした。。。。    

ココココ    昭和昭和昭和昭和６０６０６０６０年年年年（（（（1985198519851985年年年年））））にににに、、、、協議会協議会協議会協議会はははは、、、、宝塚市総合福祉宝塚市総合福祉宝塚市総合福祉宝塚市総合福祉センターセンターセンターセンター管理管理管理管理をををを宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市からからからから

受託受託受託受託しししし、、、、事務所事務所事務所事務所をををを宝塚市総合福祉宝塚市総合福祉宝塚市総合福祉宝塚市総合福祉センターセンターセンターセンターへへへへ移転移転移転移転したしたしたした。。。。        

ササササ    平成平成平成平成４４４４年年年年（（（（1992199219921992年年年年）、）、）、）、運動協会運動協会運動協会運動協会がががが廃止廃止廃止廃止されたされたされたされた。。。。※※※※2222    

シシシシ    平成平成平成平成１２１２１２１２年年年年（（（（2000200020002000年年年年））））にににに、、、、社会福祉法社会福祉法社会福祉法社会福祉法（（（（旧社会福祉事業法旧社会福祉事業法旧社会福祉事業法旧社会福祉事業法））））がががが施行施行施行施行されされされされ、、、、共同募共同募共同募共同募

金金金金のののの目的目的目的目的にににに新新新新たにたにたにたに「「「「地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推進推進推進推進」」」」がががが付付付付けけけけ加加加加えられたえられたえられたえられた。。。。    

スススス    平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年（（（（2007200720072007年年年年））））以降以降以降以降、、、、中央共同募金会中央共同募金会中央共同募金会中央共同募金会はははは、、、、寄附寄附寄附寄附がががが地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの活動活動活動活動にににに循環循環循環循環

するするするする組織組織組織組織のののの整備整備整備整備のためにのためにのためにのために、、、、支会支会支会支会・・・・分会分会分会分会をををを共同募金委員会共同募金委員会共同募金委員会共同募金委員会にににに変更変更変更変更することをすることをすることをすることを勧勧勧勧めていめていめていめてい

るるるる（（（（兵庫県共同募金会宝塚支部兵庫県共同募金会宝塚支部兵庫県共同募金会宝塚支部兵庫県共同募金会宝塚支部はそれにはそれにはそれにはそれに先立先立先立先立ちちちち、、、、平成平成平成平成１４１４１４１４年年年年にににに宝塚市共同募金委員宝塚市共同募金委員宝塚市共同募金委員宝塚市共同募金委員

会会会会にににに名称変更名称変更名称変更名称変更しているしているしているしている。）。。）。。）。。）。    

セセセセ    平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年（（（（2010201020102010年年年年）、）、）、）、中央共同募金会中央共同募金会中央共同募金会中央共同募金会がががが、「、「、「、「共同募金運動要綱共同募金運動要綱共同募金運動要綱共同募金運動要綱」」」」改正及改正及改正及改正及びびびび「「「「共同共同共同共同

募金助成方針募金助成方針募金助成方針募金助成方針」」」」作成作成作成作成などなどなどなど改革推進改革推進改革推進改革推進のためののためののためののための基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備をををを実施実施実施実施したしたしたした。。。。    

    

※※※※1111    カカカカにににに記載記載記載記載したしたしたした運動協会運動協会運動協会運動協会についてについてについてについて、、、、協議会保存協議会保存協議会保存協議会保存のののの昭和昭和昭和昭和６２６２６２６２年度文書中年度文書中年度文書中年度文書中にににに協会会則協会会則協会会則協会会則

とととと役員名簿役員名簿役員名簿役員名簿（（（（昭和昭和昭和昭和６２６２６２６２年年年年１１１１１１１１月月月月１１１１日至昭和日至昭和日至昭和日至昭和６４６４６４６４年年年年１０１０１０１０月月月月３１３１３１３１日日日日））））のののの写写写写しがしがしがしが綴綴綴綴られられられられ

ていましたていましたていましたていました。。。。それによるとそれによるとそれによるとそれによると、、、、運動協会運動協会運動協会運動協会はははは「「「「市民相互市民相互市民相互市民相互のののの隣人愛隣人愛隣人愛隣人愛のののの啓発推進啓発推進啓発推進啓発推進をををを図図図図りりりり生生生生

活困窮者活困窮者活困窮者活困窮者のののの愛護愛護愛護愛護とととと更正更正更正更正のののの助長助長助長助長にににに寄与寄与寄与寄与するするするする」」」」ことをことをことをことを目的目的目的目的ととととしてしてしてして、、、、昭和昭和昭和昭和３５３５３５３５年年年年１１１１１１１１月月月月

１１１１日日日日にににに発足発足発足発足していますしていますしていますしています。。。。会員団体会員団体会員団体会員団体はははは、、、、協議会協議会協議会協議会、、、、宝塚市自治会連合会宝塚市自治会連合会宝塚市自治会連合会宝塚市自治会連合会、、、、宝塚市民生宝塚市民生宝塚市民生宝塚市民生

児童委員連合会児童委員連合会児童委員連合会児童委員連合会、、、、宝塚市婦人連合会及宝塚市婦人連合会及宝塚市婦人連合会及宝塚市婦人連合会及びびびび長尾山地区婦人会長尾山地区婦人会長尾山地区婦人会長尾山地区婦人会でありでありでありであり、、、、宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市はははは後援後援後援後援

団体団体団体団体とされていますとされていますとされていますとされています。。。。事務所事務所事務所事務所はははは協議会内協議会内協議会内協議会内にににに置置置置くとされておりくとされておりくとされておりくとされており、、、、事務局事務局事務局事務局をををを置置置置くとのくとのくとのくとの

規定規定規定規定もありますがもありますがもありますがもありますが、、、、協議会協議会協議会協議会がががが事務局事務局事務局事務局であるとのであるとのであるとのであるとの明文明文明文明文のののの規定規定規定規定はありませんはありませんはありませんはありません。。。。事業事業事業事業とととと

してしてしてして、、、、市民市民市民市民にににに対対対対するするするする社会社会社会社会のののの啓蒙指導啓蒙指導啓蒙指導啓蒙指導、、、、歳末時歳末時歳末時歳末時におけるにおけるにおけるにおける金品金品金品金品のののの持持持持ちちちち寄寄寄寄りりりり推進推進推進推進のののの実施実施実施実施、、、、

被保護者被保護者被保護者被保護者へのへのへのへの慰問激励慰問激励慰問激励慰問激励のののの実施実施実施実施、、、、生活困窮者生活困窮者生活困窮者生活困窮者へのへのへのへの慰問激励慰問激励慰問激励慰問激励のののの実施実施実施実施、、、、保護施設等保護施設等保護施設等保護施設等へのへのへのへの

収容者収容者収容者収容者のののの慰問激励慰問激励慰問激励慰問激励のののの実施実施実施実施、、、、被保護世帯及被保護世帯及被保護世帯及被保護世帯及びびびび母子家庭児童母子家庭児童母子家庭児童母子家庭児童のののの慰安慰安慰安慰安激励並激励並激励並激励並びにびにびにびに援護援護援護援護のののの

実施実施実施実施、、、、独居老人並独居老人並独居老人並独居老人並びにねたきりびにねたきりびにねたきりびにねたきり老人老人老人老人のののの慰問激励慰問激励慰問激励慰問激励のののの実施実施実施実施、、、、そのそのそのその他特他特他特他特にににに救護救護救護救護をををを必要必要必要必要とととと

するするするする援護援護援護援護のののの実施実施実施実施をををを行行行行うこととしていますうこととしていますうこととしていますうこととしています。。。。昭和昭和昭和昭和６２６２６２６２年以降年以降年以降年以降のののの役員役員役員役員としてとしてとしてとして、、、、会長会長会長会長にににに

宝塚市長宝塚市長宝塚市長宝塚市長、、、、会員団体会員団体会員団体会員団体のののの地区会長等地区会長等地区会長等地区会長等１２１２１２１２人人人人、、、、中学校校長会会長中学校校長会会長中学校校長会会長中学校校長会会長、、、、小学校校長会会長小学校校長会会長小学校校長会会長小学校校長会会長

がががが名名名名をををを連連連連ねていますねていますねていますねています。。。。    

※※※※2222    平成平成平成平成４４４４年年年年にににに運動協会運動協会運動協会運動協会がががが廃止廃止廃止廃止されたされたされたされた理由理由理由理由についてはについてはについてはについては、、、、市関係職員市関係職員市関係職員市関係職員からからからから「「「「運動協会運動協会運動協会運動協会

がががが実施実施実施実施するするするする募金募金募金募金についてはについてはについてはについては、、、、社会福祉法第社会福祉法第社会福祉法第社会福祉法第１１２１１２１１２１１２条条条条にににに規定規定規定規定するするするする共同募金共同募金共同募金共同募金でありなでありなでありなでありな

がらがらがらがら、、、、任意団体任意団体任意団体任意団体がががが事業事業事業事業をををを実施実施実施実施しているのはしているのはしているのはしているのは不適切不適切不適切不適切とのとのとのとの指摘指摘指摘指摘がありがありがありがあり、、、、当該募金当該募金当該募金当該募金をををを共共共共

同募金同募金同募金同募金としてとしてとしてとして運営運営運営運営することとしすることとしすることとしすることとし、、、、当該協会当該協会当該協会当該協会をををを廃止廃止廃止廃止したものであるしたものであるしたものであるしたものである。」。」。」。」旨旨旨旨のののの、、、、協議会協議会協議会協議会

関係職員関係職員関係職員関係職員からからからから「「「「このときのこのときのこのときのこのときの経緯等経緯等経緯等経緯等がががが記記記記されたされたされたされた書類書類書類書類はははは現存現存現存現存していないためしていないためしていないためしていないため詳細詳細詳細詳細はははは不不不不
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明明明明であるがであるがであるがであるが、、、、社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉にににに関関関関してしてしてして公的公的公的公的にににに募金活動募金活動募金活動募金活動がががが認認認認められているのはめられているのはめられているのはめられているのは共同募金共同募金共同募金共同募金だだだだ

けであるためけであるためけであるためけであるため、、、、任意団体任意団体任意団体任意団体であるであるであるである運動協会運動協会運動協会運動協会がががが大規模大規模大規模大規模なななな募金活動募金活動募金活動募金活動をするのはふさわしをするのはふさわしをするのはふさわしをするのはふさわし

くないというくないというくないというくないという指摘指摘指摘指摘がありがありがありがあり、、、、兵庫県共同募金会宝塚支部兵庫県共同募金会宝塚支部兵庫県共同募金会宝塚支部兵庫県共同募金会宝塚支部にににに共同募金事業共同募金事業共同募金事業共同募金事業がががが移管移管移管移管されされされされ

たとのことであるたとのことであるたとのことであるたとのことである。」。」。」。」旨旨旨旨のののの説明説明説明説明をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。    

    

 (2) (2) (2) (2)    共同募金共同募金共同募金共同募金のののの法律上法律上法律上法律上のののの意義意義意義意義    

(1)(1)(1)(1)でででで概観概観概観概観したしたしたした共同募金共同募金共同募金共同募金のののの法律上法律上法律上法律上のののの意義意義意義意義についてについてについてについて更更更更にににに敷衍敷衍敷衍敷衍するとするとするとすると以下以下以下以下のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

共同募金共同募金共同募金共同募金はははは社会福祉事業法社会福祉事業法社会福祉事業法社会福祉事業法にそにそにそにそのののの根拠根拠根拠根拠をををを有有有有していますがしていますがしていますがしていますが、、、、同法同法同法同法はははは、、、、社会福祉事業社会福祉事業社会福祉事業社会福祉事業のののの

全分野全分野全分野全分野におけるにおけるにおけるにおける共通的基本事項共通的基本事項共通的基本事項共通的基本事項をををを定定定定めめめめ、、、、社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉をををを目的目的目的目的とするとするとするとする法律法律法律法律とととと相相相相ままままっっっってててて、、、、社会社会社会社会

福祉事業福祉事業福祉事業福祉事業がががが公明公明公明公明かつかつかつかつ適正適正適正適正にににに行行行行われることをわれることをわれることをわれることを確保確保確保確保しししし、、、、ももももっっっってててて社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉のののの増進増進増進増進にににに資資資資するこするこするこするこ

とをとをとをとを目的目的目的目的ととととしてしてしてして、、、、昭和昭和昭和昭和２６２６２６２６年年年年にににに制定制定制定制定されされされされ、、、、幾多幾多幾多幾多のののの改正改正改正改正がなされていますががなされていますががなされていますががなされていますが、、、、平成平成平成平成１２１２１２１２

年年年年からはからはからはからは、、、、福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの利用者利用者利用者利用者のののの利益利益利益利益のののの保護及保護及保護及保護及びびびび地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉のののの推進推進推進推進もそもそもそもそ

のののの視野視野視野視野にににに入入入入れれれれ、、、、名称名称名称名称もももも社会福祉法社会福祉法社会福祉法社会福祉法とととと改称改称改称改称されされされされ現在現在現在現在にににに至至至至っていますっていますっていますっています。。。。    

共同募金共同募金共同募金共同募金についてについてについてについて、、、、制定当初制定当初制定当初制定当初はははは法律法律法律法律のののの１１１１章章章章をををを、、、、現在現在現在現在はははは１１１１章中章中章中章中のののの１１１１節節節節がががが割割割割かれていまかれていまかれていまかれていま

すがすがすがすが、、、、アアアア    共同募金共同募金共同募金共同募金のののの定義定義定義定義、、、、イイイイ    共同募金会共同募金会共同募金会共同募金会のののの位置付位置付位置付位置付けけけけ、、、、ウウウウ    共同募金共同募金共同募金共同募金のののの性格性格性格性格、、、、エエエエ    共共共共

同募金同募金同募金同募金のののの配分等配分等配分等配分等のののの基本的規定基本的規定基本的規定基本的規定はははは、、、、立法当初立法当初立法当初立法当初からほとんどからほとんどからほとんどからほとんど変更変更変更変更されていませんされていませんされていませんされていません。。。。すなわすなわすなわすなわ

ちちちち、、、、アアアア    共同募金共同募金共同募金共同募金はははは、、、、都道府県都道府県都道府県都道府県のののの区域区域区域区域をををを単位単位単位単位としてとしてとしてとして、、、、毎年一回毎年一回毎年一回毎年一回、、、、厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣のののの定定定定めめめめ

るるるる期間内期間内期間内期間内にににに限限限限ってあまねくってあまねくってあまねくってあまねく行行行行うううう寄附金寄附金寄附金寄附金のののの募集募集募集募集であってであってであってであって、、、、そのそのそのその寄附金寄附金寄附金寄附金をそのをそのをそのをその区域内区域内区域内区域内におにおにおにお

いていていていて社会福祉事業社会福祉事業社会福祉事業社会福祉事業、、、、更生保護事業更生保護事業更生保護事業更生保護事業そのそのそのその他他他他のののの社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉をををを目的目的目的目的とするとするとするとする事業事業事業事業をををを経営経営経営経営するするするする者者者者（（（（国国国国

及及及及びびびび地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体をををを除除除除くくくく。）。）。）。）にににに配分配分配分配分することをすることをすることをすることを目的目的目的目的とするとするとするとする、、、、とされておりとされておりとされておりとされており、、、、配分先配分先配分先配分先からからからから

国及国及国及国及びびびび地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体はははは除除除除かれていますかれていますかれていますかれています。。。。イイイイ    共同募金共同募金共同募金共同募金をををを行行行行うううう事業事業事業事業はははは、、、、第一種社会福祉第一種社会福祉第一種社会福祉第一種社会福祉

事業事業事業事業とととと位置付位置付位置付位置付けられておりけられておりけられておりけられており、、、、共同募金事業共同募金事業共同募金事業共同募金事業をををを行行行行うことをうことをうことをうことを目的目的目的目的としてとしてとしてとして設立設立設立設立されるされるされるされる社会福社会福社会福社会福

祉法人祉法人祉法人祉法人をををを共同募金会共同募金会共同募金会共同募金会とととと称称称称しししし、、、、共同募金会以外共同募金会以外共同募金会以外共同募金会以外のののの者者者者はははは、、、、共同募金事業共同募金事業共同募金事業共同募金事業をををを行行行行ってはならなってはならなってはならなってはならな

いいいい、、、、とされとされとされとされ、、、、共同募金会及共同募金会及共同募金会及共同募金会及びそのびそのびそのびその連合会以外連合会以外連合会以外連合会以外のののの者者者者はははは、、、、そのそのそのその名称中名称中名称中名称中にににに、「、「、「、「共同募金会共同募金会共同募金会共同募金会」」」」又又又又

はこれとはこれとはこれとはこれと紛紛紛紛らわしいらわしいらわしいらわしい文字文字文字文字をををを用用用用いてはならないいてはならないいてはならないいてはならない、、、、とされていますとされていますとされていますとされています。。。。またまたまたまた、、、、共同募金会設共同募金会設共同募金会設共同募金会設

立立立立にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、所轄庁所轄庁所轄庁所轄庁のののの認可認可認可認可がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。ウウウウ    共同募金共同募金共同募金共同募金はははは、、、、寄附者寄附者寄附者寄附者のののの自発的自発的自発的自発的なななな協力協力協力協力

をををを基礎基礎基礎基礎とするものでなければならないとするものでなければならないとするものでなければならないとするものでなければならない、、、、とされていますとされていますとされていますとされています。。。。エエエエ    共同募金共同募金共同募金共同募金はははは、、、、社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

をををを目的目的目的目的とするとするとするとする事業事業事業事業をををを経営経営経営経営するするするする者以外者以外者以外者以外のののの者者者者にににに配分配分配分配分してはならずしてはならずしてはならずしてはならず、、、、またまたまたまた、、、、国及国及国及国及びびびび地方公共地方公共地方公共地方公共

団体団体団体団体はははは、、、、寄附金寄附金寄附金寄附金のののの配分配分配分配分についてについてについてについて干渉干渉干渉干渉してはならないしてはならないしてはならないしてはならない、、、、とされていますとされていますとされていますとされています。。。。    

    

 (3) (3) (3) (3)    現行現行現行現行のののの共同募金共同募金共同募金共同募金のののの概要概要概要概要    

現行現行現行現行のののの共同募金共同募金共同募金共同募金にはにはにはには、、、、「「「「一般募金一般募金一般募金一般募金（（（（広域広域広域広域・・・・地域地域地域地域）」）」）」）」とととと「「「「歳末歳末歳末歳末たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい募金募金募金募金（（（（地域歳地域歳地域歳地域歳

末末末末・・・・ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ歳末歳末歳末歳末）」）」）」）」がありがありがありがあり、、、、実施期間実施期間実施期間実施期間、、、、実施範囲実施範囲実施範囲実施範囲、、、、配分対象等配分対象等配分対象等配分対象等はははは次表次表次表次表のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです（（（（社社社社

会福祉法人会福祉法人会福祉法人会福祉法人    兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会    ホームページホームページホームページホームページからからからから引用引用引用引用）。）。）。）。    
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歳末歳末歳末歳末たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい募金募金募金募金    
共同募金共同募金共同募金共同募金のののの種類種類種類種類    

一般募金一般募金一般募金一般募金    

（（（（広域広域広域広域・・・・地域地域地域地域））））    地域歳末地域歳末地域歳末地域歳末    ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ歳末歳末歳末歳末    

目的目的目的目的    
区域内区域内区域内区域内（＝（＝（＝（＝兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県におけるにおけるにおけるにおける地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推進推進推進推進をををを図図図図ることることることること        

（（（（社会福祉法第社会福祉法第社会福祉法第社会福祉法第112112112112条条条条））））    

実施期間実施期間実施期間実施期間    10/110/110/110/1    ～～～～    12/3112/3112/3112/31    12/112/112/112/1    ～～～～    12/3112/3112/3112/31    12/112/112/112/1    ～～～～    12/2512/2512/2512/25    

実施範囲実施範囲実施範囲実施範囲    兵庫県域兵庫県域兵庫県域兵庫県域    市区町域市区町域市区町域市区町域    全国全国全国全国（（（（受付受付受付受付はははは各都道府県各都道府県各都道府県各都道府県））））    

実施実施実施実施・・・・運動運動運動運動    

推進主体推進主体推進主体推進主体    
兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会    

兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会    

兵庫県社会福祉協議会兵庫県社会福祉協議会兵庫県社会福祉協議会兵庫県社会福祉協議会    

市区郡町社会福祉協議会市区郡町社会福祉協議会市区郡町社会福祉協議会市区郡町社会福祉協議会    

などなどなどなど    

日本放送協会日本放送協会日本放送協会日本放送協会    

中央共同募金会中央共同募金会中央共同募金会中央共同募金会    

ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ厚生文化事業団厚生文化事業団厚生文化事業団厚生文化事業団    

募金募金募金募金のののの管理管理管理管理    兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会    兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会    兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会    

配分対象配分対象配分対象配分対象    

社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会    

社会福祉施設社会福祉施設社会福祉施設社会福祉施設・・・・団体団体団体団体    

ボランティアボランティアボランティアボランティア団体団体団体団体・・・・ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ    

災害準備金災害準備金災害準備金災害準備金のののの積立積立積立積立    

社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会    

社会福祉団体社会福祉団体社会福祉団体社会福祉団体    

社会福祉施社会福祉施社会福祉施社会福祉施設連盟設連盟設連盟設連盟    

小規模作業所小規模作業所小規模作業所小規模作業所    

更生保護施設更生保護施設更生保護施設更生保護施設    

などなどなどなど    

開始年度開始年度開始年度開始年度    昭和昭和昭和昭和22222222（（（（1947194719471947））））年年年年    昭和昭和昭和昭和34343434（（（（1959195919591959））））年年年年    昭和昭和昭和昭和26262626（（（（1951195119511951））））年年年年    

    

 (4) (4) (4) (4)    現行現行現行現行のののの共同募金配分共同募金配分共同募金配分共同募金配分のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ    

現行現行現行現行のののの共同募金配分共同募金配分共同募金配分共同募金配分のののの仕組仕組仕組仕組みはみはみはみは以下以下以下以下のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

アアアア    事業者事業者事業者事業者（（（（社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会、、、、社会福祉施設社会福祉施設社会福祉施設社会福祉施設、、、、社会福祉団体等社会福祉団体等社会福祉団体等社会福祉団体等））））がががが事業計画事業計画事業計画事業計画をををを策定策定策定策定しししし、、、、

毎年度毎年度毎年度毎年度４４４４月頃月頃月頃月頃からからからから、、、、都道府県共同募金会都道府県共同募金会都道府県共同募金会都道府県共同募金会へへへへ募金募金募金募金のののの配分申請配分申請配分申請配分申請をををを行行行行うううう。。。。    

イイイイ    都道府県共同募金会都道府県共同募金会都道府県共同募金会都道府県共同募金会にににに設置設置設置設置されているされているされているされている配分委員会配分委員会配分委員会配分委員会がががが配分計画配分計画配分計画配分計画をををを策定策定策定策定しししし、、、、都道府県都道府県都道府県都道府県

共同募金会共同募金会共同募金会共同募金会のののの理事会理事会理事会理事会・・・・評議員会評議員会評議員会評議員会でででで目標額目標額目標額目標額がががが決定決定決定決定されるされるされるされる。。。。    

ウウウウ    １０１０１０１０月月月月１１１１日日日日からからからから１２１２１２１２月月月月３１３１３１３１日日日日までのまでのまでのまでの間間間間にににに一般募金一般募金一般募金一般募金、、、、１２１２１２１２月月月月１１１１日日日日からからからから１２１２１２１２月月月月３１３１３１３１日日日日

までのまでのまでのまでの間間間間にににに歳末歳末歳末歳末たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい募金募金募金募金がががが行行行行われわれわれわれ、、、、各地方自治体各地方自治体各地方自治体各地方自治体のののの社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会がががが事務局事務局事務局事務局

となっているとなっているとなっているとなっている共同募金委員会共同募金委員会共同募金委員会共同募金委員会（（（（従前従前従前従前はははは都道府県共同募金会都道府県共同募金会都道府県共同募金会都道府県共同募金会のののの支会支会支会支会））））がががが取取取取りまとめりまとめりまとめりまとめ、、、、

都道府県共同募金会都道府県共同募金会都道府県共同募金会都道府県共同募金会がががが集約集約集約集約しししし、、、、配分配分配分配分のののの決定決定決定決定をををを行行行行いいいい、、、、事業者事業者事業者事業者にににに配分配分配分配分するするするする。。。。    

エエエエ    事業者事業者事業者事業者はははは事業計画事業計画事業計画事業計画にににに基基基基づきづきづきづき事業事業事業事業をををを実施実施実施実施しししし、、、、完了完了完了完了（（（（精算精算精算精算））））報告報告報告報告をををを行行行行うううう。。。。    

    

 (5) (5) (5) (5)    昭和昭和昭和昭和３０３０３０３０年代年代年代年代のののの協議会協議会協議会協議会とととと宝塚市福祉事務所宝塚市福祉事務所宝塚市福祉事務所宝塚市福祉事務所のののの関係等関係等関係等関係等    

宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市のののの市制市制市制市制がががが施行施行施行施行されされされされ、、、、またまたまたまた協議会協議会協議会協議会がががが発足発足発足発足したしたしたした当時当時当時当時のののの協議会協議会協議会協議会とととと宝塚市福祉事務所宝塚市福祉事務所宝塚市福祉事務所宝塚市福祉事務所

（（（（以下以下以下以下「「「「福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所」」」」というというというという。）。）。）。）のののの関係関係関係関係はははは５０５０５０５０年史年史年史年史にににによればよればよればよれば次次次次のようでありのようでありのようでありのようであり、、、、未分化未分化未分化未分化のののの

状態状態状態状態であったことがであったことがであったことがであったことが窺窺窺窺えますえますえますえます。。。。    
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「「「「町村時代町村時代町村時代町村時代はははは、、、、川辺郡川辺郡川辺郡川辺郡とととと武庫郡武庫郡武庫郡武庫郡であったからであったからであったからであったから兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの武川武川武川武川（（（（ブセンブセンブセンブセン））））地方事務所地方事務所地方事務所地方事務所がががが、、、、

生活保護法等福祉関係生活保護法等福祉関係生活保護法等福祉関係生活保護法等福祉関係のことをのことをのことをのことを担当担当担当担当していたしていたしていたしていた。。。。市市市市になればになればになればになれば、、、、県県県県からはなれてからはなれてからはなれてからはなれて、、、、市市市市がががが福福福福

祉祉祉祉にににに関関関関するするするする事務所事務所事務所事務所をををを設置設置設置設置しなければならないのでしなければならないのでしなければならないのでしなければならないので良元村民生課長良元村民生課長良元村民生課長良元村民生課長であったであったであったであった、、、、岡田千太岡田千太岡田千太岡田千太

郎氏郎氏郎氏郎氏がががが、、、、初代初代初代初代のののの宝塚市福祉事務所長兼宝塚市社会福祉協議会事務局長宝塚市福祉事務所長兼宝塚市社会福祉協議会事務局長宝塚市福祉事務所長兼宝塚市社会福祉協議会事務局長宝塚市福祉事務所長兼宝塚市社会福祉協議会事務局長になったになったになったになった。。。。組織組織組織組織

としてはとしてはとしてはとしては、、、、二係二係二係二係でありでありでありであり、、、、良元村良元村良元村良元村からからからから来来来来たたたた北田保護係長北田保護係長北田保護係長北田保護係長のののの元元元元にににに福祉主事福祉主事福祉主事福祉主事としてとしてとしてとして、、、、尼崎尼崎尼崎尼崎・・・・

伊丹両福祉事務所伊丹両福祉事務所伊丹両福祉事務所伊丹両福祉事務所からからからから来来来来たたたた、、、、中本中本中本中本・・・・前田氏前田氏前田氏前田氏とととと良元村良元村良元村良元村のののの千代氏千代氏千代氏千代氏、、、、関学大関学大関学大関学大のののの社会事業社会事業社会事業社会事業科出科出科出科出

身身身身のののの中島女史中島女史中島女史中島女史とととと私私私私でありでありでありであり、、、、庶務係長庶務係長庶務係長庶務係長はははは、、、、宝塚町出身宝塚町出身宝塚町出身宝塚町出身のののの山縣係長山縣係長山縣係長山縣係長とととと前田前田前田前田・・・・北脇北脇北脇北脇のののの両氏両氏両氏両氏のののの

総勢総勢総勢総勢10101010名名名名であったであったであったであった。。。。職員全員職員全員職員全員職員全員がががが社会福祉協議会職員社会福祉協議会職員社会福祉協議会職員社会福祉協議会職員をををを兼兼兼兼ねておりねておりねておりねており、、、、共同募金会共同募金会共同募金会共同募金会やややや民生民生民生民生・・・・

児童委員協議会児童委員協議会児童委員協議会児童委員協議会、、、、白菊会白菊会白菊会白菊会（（（（婦人共励会婦人共励会婦人共励会婦人共励会）、）、）、）、遺族会遺族会遺族会遺族会をををを始始始始めめめめ、、、、福祉関係福祉関係福祉関係福祉関係のことはのことはのことはのことは、、、、何何何何でもでもでもでも

やっていたやっていたやっていたやっていた。。。。当時当時当時当時のののの福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所はははは、、、、現在現在現在現在のののの小浜小学校小浜小学校小浜小学校小浜小学校にににに隣接隣接隣接隣接したしたしたした旧宝塚町役場旧宝塚町役場旧宝塚町役場旧宝塚町役場でありでありでありであり、、、、

一階一階一階一階がががが水道局水道局水道局水道局、、、、二階二階二階二階がががが教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会とととと福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所であったであったであったであった。」（。」（。」（。」（元宝塚市助役元宝塚市助役元宝塚市助役元宝塚市助役    岩下光岩下光岩下光岩下光

頌氏頌氏頌氏頌氏    ｐｐｐｐ40404040））））    

またまたまたまた、、、、５０５０５０５０年史年史年史年史にはにはにはには、、、、共同募金共同募金共同募金共同募金とととと全国社会福祉協議会全国社会福祉協議会全国社会福祉協議会全国社会福祉協議会のののの関係関係関係関係についてのについてのについてのについての記述記述記述記述もももも見見見見らららら

れますれますれますれます。。。。    

「「「「創立当時創立当時創立当時創立当時のののの社協社協社協社協はははは、、、、①①①①コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ・・・・オーガニゼーションオーガニゼーションオーガニゼーションオーガニゼーション（（（（住民組織化活動住民組織化活動住民組織化活動住民組織化活動））））のののの

総合的推進総合的推進総合的推進総合的推進をををを図図図図るるるる組織組織組織組織②②②②公私公私公私公私のののの社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉とととと、、、、これにこれにこれにこれに関連関連関連関連するするするする専門家専門家専門家専門家、、、、専門機関専門機関専門機関専門機関、、、、団体団体団体団体、、、、

住民住民住民住民によってによってによってによって構成構成構成構成されるされるされるされる公共性公共性公共性公共性のののの高高高高いいいい民間組織民間組織民間組織民間組織③③③③共同募金共同募金共同募金共同募金とととと表裏一体表裏一体表裏一体表裏一体のののの関係関係関係関係をををを保有保有保有保有④④④④

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉のののの総合的総合的総合的総合的、、、、全国的系統的組織全国的系統的組織全国的系統的組織全国的系統的組織というというというという特徴特徴特徴特徴をををを持持持持っていましたっていましたっていましたっていました。」（ｐ。」（ｐ。」（ｐ。」（ｐ16161616））））    

    

 (6) (6) (6) (6)    からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金のののの原資原資原資原資のののの変遷変遷変遷変遷についてについてについてについて    

アアアア    平成平成平成平成４４４４年度年度年度年度にににに運動協会運動協会運動協会運動協会がががが廃止廃止廃止廃止されるまではされるまではされるまではされるまでは、、、、以下以下以下以下のとおりのとおりのとおりのとおり福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所からからからから運動協運動協運動協運動協

会会会会のののの事務局事務局事務局事務局であるであるであるである協議会協議会協議会協議会にににに対対対対しししし、、、、文書文書文書文書によりによりによりにより依頼依頼依頼依頼がががが行行行行われていましたわれていましたわれていましたわれていました（（（（協議会協議会協議会協議会にににに保保保保

存存存存されていたされていたされていたされていた昭和昭和昭和昭和５７５７５７５７年度年度年度年度、、、、昭和昭和昭和昭和５８５８５８５８年度及年度及年度及年度及びびびび昭和昭和昭和昭和５９５９５９５９年度文書年度文書年度文書年度文書によるによるによるによる。）。。）。。）。。）。    

((((ｱｱｱｱ))))    昭和昭和昭和昭和５８５８５８５８年度年度年度年度はははは、、、、４４４４月月月月５５５５日付日付日付日付けでけでけでけで厚生課長厚生課長厚生課長厚生課長のののの私印私印私印私印がががが押印押印押印押印されたされたされたされた「「「「昭和昭和昭和昭和５７５７５７５７年度年度年度年度

運動協会予算運動協会予算運動協会予算運動協会予算のからたちのからたちのからたちのからたち基金基金基金基金のののの支給支給支給支給についてについてについてについて（（（（ごごごご依頼依頼依頼依頼）」）」）」）」とととと題題題題するするするする文書文書文書文書がががが福祉事務福祉事務福祉事務福祉事務

所参事福祉総務課長事務取扱所参事福祉総務課長事務取扱所参事福祉総務課長事務取扱所参事福祉総務課長事務取扱あてにあてにあてにあてに事務連絡事務連絡事務連絡事務連絡としてとしてとしてとして出出出出されていますされていますされていますされています。。。。内容内容内容内容はははは「「「「みみみみ

だしのことについてだしのことについてだしのことについてだしのことについて、、、、下記下記下記下記のとおりのとおりのとおりのとおり支給申請支給申請支給申請支給申請くださいますようおくださいますようおくださいますようおくださいますようお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げまげまげまげま

すすすす。。。。記記記記    1111    支給依頼額支給依頼額支給依頼額支給依頼額    \\\\    100,000100,000100,000100,000円円円円」」」」というものですというものですというものですというものです。。。。    

((((ｲｲｲｲ))))    （（（（ｱｱｱｱ））））のののの文書文書文書文書をををを受受受受けけけけ、、、、４４４４月月月月７７７７日付日付日付日付けでけでけでけで福祉事務所長事務代行福祉事務所参事名福祉事務所長事務代行福祉事務所参事名福祉事務所長事務代行福祉事務所参事名福祉事務所長事務代行福祉事務所参事名のののの

職印職印職印職印がががが押印押印押印押印されされされされ、、、、宝福総第宝福総第宝福総第宝福総第４４４４号号号号のののの文書文書文書文書記号記号記号記号がががが付付付付されたされたされたされた「「「「愛愛愛愛のののの持持持持ちちちち寄寄寄寄りりりり運動協会運動協会運動協会運動協会かかかか

らのらのらのらの払払払払いいいい出出出出しについてしについてしについてしについて（（（（依頼依頼依頼依頼）」）」）」）」とととと題題題題するするするする文書文書文書文書がががが運動協会長運動協会長運動協会長運動協会長あてにあてにあてにあてに出出出出されていますされていますされていますされています。。。。

内容内容内容内容はははは「「「「標記標記標記標記のことについてのことについてのことについてのことについて、、、、厚生課長厚生課長厚生課長厚生課長ともともともとも協議協議協議協議のののの結果結果結果結果、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり払払払払いいいい出出出出しししし下下下下

さるようさるようさるようさるよう依頼依頼依頼依頼しますしますしますします。。。。記記記記    1111    払払払払いいいい出出出出しししし要望額要望額要望額要望額    100,000100,000100,000100,000円円円円    2222    払払払払いいいい出出出出しししし理由理由理由理由    かかかか

らたちらたちらたちらたち基金基金基金基金としてとしてとしてとして    3333    払払払払いいいい出出出出しししし先先先先    厚生課長厚生課長厚生課長厚生課長」」」」というものですというものですというものですというものです。。。。このこのこのこの文書文書文書文書にはにはにはには４４４４

月月月月７７７７日付日付日付日付けのけのけのけの協議会協議会協議会協議会のののの収受印収受印収受印収受印がががが押押押押されておりされておりされておりされており、、、、局長局長局長局長までのまでのまでのまでの簡易決裁簡易決裁簡易決裁簡易決裁がなされていがなされていがなされていがなされてい

ますますますます。。。。    
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((((ｳｳｳｳ))))    昭和昭和昭和昭和５７５７５７５７年度年度年度年度はははは、、、、文面文面文面文面はははは((((ｲｲｲｲ))))とととと同一同一同一同一でででで福祉事務所長福祉事務所長福祉事務所長福祉事務所長のののの私印私印私印私印がががが押印押印押印押印されたされたされたされた５５５５月月月月    

１４１４１４１４日付日付日付日付けけけけ宝福総第宝福総第宝福総第宝福総第４９４９４９４９号号号号のののの文書文書文書文書のみのみのみのみ保存保存保存保存されていましたされていましたされていましたされていました。。。。    

((((ｴｴｴｴ))))    昭和昭和昭和昭和５９５９５９５９年度年度年度年度はははは、、、、４４４４月月月月２７２７２７２７日付日付日付日付けでけでけでけで福祉事務所長名福祉事務所長名福祉事務所長名福祉事務所長名のののの職印職印職印職印がががが押印押印押印押印されされされされ、、、、宝福厚第宝福厚第宝福厚第宝福厚第

１４６１４６１４６１４６号号号号のののの文書記号文書記号文書記号文書記号がががが付付付付されたされたされたされた「「「「愛愛愛愛のののの持持持持ちちちち寄寄寄寄りりりり運動協会運動協会運動協会運動協会からのからのからのからの払払払払いいいい出出出出しについてしについてしについてしについて

（（（（依頼依頼依頼依頼）」）」）」）」とととと題題題題するするするする文書文書文書文書がががが運動協会長運動協会長運動協会長運動協会長あてにあてにあてにあてに出出出出されていますされていますされていますされています。。。。内容内容内容内容はははは「「「「標記標記標記標記のことのことのことのこと

についてについてについてについて、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり払払払払いいいい出出出出しししし下下下下さるようさるようさるようさるよう依頼依頼依頼依頼しますしますしますします。。。。記記記記    1111    払払払払いいいい出出出出しししし希望額希望額希望額希望額    

100,000100,000100,000100,000円円円円    2222    払払払払いいいい出出出出しししし理由理由理由理由    昭和昭和昭和昭和５９５９５９５９年度分年度分年度分年度分からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金としてとしてとしてとして    3333    払払払払いいいい出出出出

しししし希望日希望日希望日希望日    昭和昭和昭和昭和５９５９５９５９年年年年５５５５月月月月１１１１日日日日    4444    払払払払いいいい出出出出しししし先先先先    福祉事務所厚生課福祉事務所厚生課福祉事務所厚生課福祉事務所厚生課」」」」というものというものというものというもの

ですですですです。。。。((((ｲｲｲｲ))))及及及及びびびび((((ｳｳｳｳ))))のののの文書文書文書文書とととと異異異異なりなりなりなり、、、、文書記号文書記号文書記号文書記号がががが福祉総務課福祉総務課福祉総務課福祉総務課ではなくではなくではなくではなく、、、、厚生課厚生課厚生課厚生課のののの記記記記

号号号号でありでありでありであり、、、、払払払払いいいい出出出出しししし希望日希望日希望日希望日がががが依頼日依頼日依頼日依頼日とととと直近直近直近直近となっていることからとなっていることからとなっていることからとなっていることから、、、、福祉総務課福祉総務課福祉総務課福祉総務課のののの

合議合議合議合議がなされていないがなされていないがなされていないがなされていない可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの文書文書文書文書にはにはにはには協議会職員協議会職員協議会職員協議会職員のののの手書手書手書手書

ききききメモメモメモメモでででで「「「「からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金のののの支出明細支出明細支出明細支出明細がもらえるものならがもらえるものならがもらえるものならがもらえるものなら提出提出提出提出してもらってはどうしてもらってはどうしてもらってはどうしてもらってはどう

かかかか。。。。毎年毎年毎年毎年、、、、募集募集募集募集にあたるにあたるにあたるにあたる打合打合打合打合せせせせ会会会会ではではではでは「「「「このこのこのこの基金基金基金基金はははは、、、、いったいいったいいったいいったい何何何何にどうにどうにどうにどう使使使使っていっていっていってい

るのかるのかるのかるのか」」」」のののの質問質問質問質問がありがありがありがあり、「、「、「、「このこのこのこの基金基金基金基金はははは市市市市にまかせているにまかせているにまかせているにまかせている。」。」。」。」ではではではでは通通通通らないらないらないらない気気気気がしまがしまがしまがしま

すすすす。〇〇。〇〇。〇〇。〇〇←←←←明細明細明細明細をををを提出提出提出提出してしてしてして下下下下さるそうですさるそうですさるそうですさるそうです。。。。△△△△△△△△」」」」とのとのとのとの記載記載記載記載（（（（※○○※○○※○○※○○及及及及びびびび△△△△△△△△はははは

協議会担当者協議会担当者協議会担当者協議会担当者のののの姓姓姓姓））））がありますがありますがありますがあります。。。。    

明細明細明細明細としてとしてとしてとして、、、、５５５５月月月月４４４４日付日付日付日付けでけでけでけで厚生課長厚生課長厚生課長厚生課長のののの私印私印私印私印がががが押印押印押印押印されされされされ、、、、宝福厚第宝福厚第宝福厚第宝福厚第１７５１７５１７５１７５号号号号のののの

文書記号文書記号文書記号文書記号がががが付付付付されたされたされたされた「「「「昭和昭和昭和昭和５９５９５９５９年度年度年度年度からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金にかかるにかかるにかかるにかかる資金運用計画資金運用計画資金運用計画資金運用計画についてについてについてについて」」」」

とととと題題題題するするするする文書文書文書文書がががが運動協会長運動協会長運動協会長運動協会長あてにあてにあてにあてに出出出出されていますされていますされていますされています。。。。内容内容内容内容はははは「「「「みだしのみだしのみだしのみだしの件件件件についてについてについてについて

下記下記下記下記によりによりによりにより使用予定使用予定使用予定使用予定いたしておりますのでここにいたしておりますのでここにいたしておりますのでここにいたしておりますのでここに報告報告報告報告いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    記記記記    1111    昭和昭和昭和昭和    

５９５９５９５９年度資金運用計画表年度資金運用計画表年度資金運用計画表年度資金運用計画表    浮浪者交通費浮浪者交通費浮浪者交通費浮浪者交通費    ＠＠＠＠500500500500円円円円××××100100100100人人人人＝＝＝＝50,00050,00050,00050,000    パンパンパンパン代代代代    

＠＠＠＠200200200200円円円円××××50505050人人人人＝＝＝＝10,00010,00010,00010,000    浮浪者緊急移送用高速代浮浪者緊急移送用高速代浮浪者緊急移送用高速代浮浪者緊急移送用高速代    ＠＠＠＠700700700700円円円円××××10101010回回回回＝＝＝＝7,0007,0007,0007,000        

行旅病人医療費行旅病人医療費行旅病人医療費行旅病人医療費    ＠＠＠＠11,011,011,011,000000000円円円円××××3333人人人人＝＝＝＝33,00033,00033,00033,000    合計合計合計合計100,000100,000100,000100,000」」」」というものですというものですというものですというものです。。。。    

またまたまたまた、、、、５５５５月月月月１７１７１７１７日付日付日付日付けでけでけでけで福祉事務所長名福祉事務所長名福祉事務所長名福祉事務所長名のののの職印職印職印職印がががが押印押印押印押印されされされされ、、、、宝福厚第宝福厚第宝福厚第宝福厚第２６１２６１２６１２６１号号号号

のののの文書記号文書記号文書記号文書記号がががが付付付付されたされたされたされた「「「「愛愛愛愛のののの持持持持ちちちち寄寄寄寄りりりり運動協会運動協会運動協会運動協会からのからのからのからの払払払払いいいい出出出出しについてしについてしについてしについて（（（（依頼依頼依頼依頼）」）」）」）」

とととと題題題題するするするする文書文書文書文書がががが運動協会長運動協会長運動協会長運動協会長あてにあてにあてにあてに出出出出されていますされていますされていますされています。。。。内容内容内容内容はははは「「「「標記標記標記標記のことについてのことについてのことについてのことについて、、、、

次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり払払払払いいいい出出出出しししし下下下下さるようさるようさるようさるよう依頼依頼依頼依頼しますしますしますします。。。。記記記記    1111    払払払払いいいい出出出出しししし希望額希望額希望額希望額    200,000200,000200,000200,000円円円円    

2222    払払払払いいいい出出出出しししし理由理由理由理由    からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金    特別資金特別資金特別資金特別資金としてとしてとしてとして    3333    払払払払いいいい出出出出しししし希望日希望日希望日希望日    昭昭昭昭和和和和    

５９５９５９５９年年年年５５５５月月月月２５２５２５２５日日日日    4444    払払払払いいいい出出出出しししし先先先先    福祉事務所厚生課福祉事務所厚生課福祉事務所厚生課福祉事務所厚生課」」」」というものですというものですというものですというものです。。。。    

ななななおおおお、、、、当時当時当時当時のののの運動協会決算書運動協会決算書運動協会決算書運動協会決算書によるとによるとによるとによると、、、、からたちからたちからたちからたち基金以外基金以外基金以外基金以外にもにもにもにも生活保護世帯生活保護世帯生活保護世帯生活保護世帯へへへへ

のののの各種各種各種各種のののの援助援助援助援助のためののためののためののための施策施策施策施策がなされていますがなされていますがなされていますがなされています（（（（次次次次のののの図表参照図表参照図表参照図表参照））））がががが、、、、すべてからたすべてからたすべてからたすべてからた

ちちちち基金基金基金基金とととと同様同様同様同様のののの形式形式形式形式のののの文書文書文書文書がががが福祉事務所長名福祉事務所長名福祉事務所長名福祉事務所長名でででで運動協会長運動協会長運動協会長運動協会長あてにあてにあてにあてに出出出出されていますされていますされていますされています。。。。    
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イイイイ    次次次次にににに、、、、運動協会運動協会運動協会運動協会がががが廃止廃止廃止廃止されたされたされたされた平成平成平成平成４４４４年度以降年度以降年度以降年度以降についてはについてはについてはについては、、、、福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所からからからから共同募共同募共同募共同募

金会宝塚支部金会宝塚支部金会宝塚支部金会宝塚支部のののの事務局事務局事務局事務局でありでありでありであり、、、、兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会からからからから歳末歳末歳末歳末たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい募金募金募金募金のののの配分配分配分配分をををを

受受受受けたけたけたけた協議会協議会協議会協議会にににに対対対対してしてしてして同様同様同様同様のののの依頼依頼依頼依頼をををを行行行行いいいい、、、、資金資金資金資金のののの提供提供提供提供をををを受受受受けていますけていますけていますけています。。。。    

        協議会協議会協議会協議会にににに保存保存保存保存されていたされていたされていたされていた平成平成平成平成１１１１７７７７年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度までのまでのまでのまでの依頼文依頼文依頼文依頼文はははは、、、、福祉事福祉事福祉事福祉事

務所長名務所長名務所長名務所長名でででで、、、、文書記号文書記号文書記号文書記号はないもののはないもののはないもののはないものの、、、、職印職印職印職印がががが押印押印押印押印されされされされ、「、「、「、「歳末歳末歳末歳末たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい愛愛愛愛のののの持持持持ちちちち

よりよりよりより運動募金運動募金運動募金運動募金からのからのからのからの払払払払いいいい出出出出しについてしについてしについてしについて」」」」とととと題題題題されされされされ、、、、協議会理事長協議会理事長協議会理事長協議会理事長あてにあてにあてにあてに出出出出されていされていされていされてい

ますますますます。。。。    

        依頼金額依頼金額依頼金額依頼金額はははは、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度がががが20202020万円万円万円万円、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度まではまではまではまでは15151515万万万万

円円円円でででで、、、、依頼時期依頼時期依頼時期依頼時期はははは１１１１１１１１月月月月からからからから翌年翌年翌年翌年２２２２月月月月までとまでとまでとまでとアアアアのののの時期時期時期時期にににに比比比比べべべべ遅遅遅遅くなっておりくなっておりくなっておりくなっており、、、、いずいずいずいず

れもれもれもれも生活援護課長名義生活援護課長名義生活援護課長名義生活援護課長名義のののの口座口座口座口座にににに振振振振りりりり込込込込むようむようむようむよう依頼依頼依頼依頼していますしていますしていますしています。。。。    

        なおなおなおなお、、、、文書確認文書確認文書確認文書確認できるできるできるできる平成平成平成平成１７１７１７１７年度以降年度以降年度以降年度以降はははは、、、、年度末年度末年度末年度末にににに精算報告精算報告精算報告精算報告をををを行行行行っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、

２２２２のののの(4)(4)(4)(4)エエエエにににに記載記載記載記載するするするするようにようにようにように、、、、返済不能分返済不能分返済不能分返済不能分のののの補填補填補填補填のためのためのためのため全額全額全額全額をををを使使使使っておりっておりっておりっており、、、、アアアアのののの((((ｴｴｴｴ))))

のののの明細明細明細明細にににに記載記載記載記載されたされたされたされた使途使途使途使途とはとはとはとは異異異異なっていますなっていますなっていますなっています。。。。    

        ウウウウ    アアアア及及及及びびびびイイイイからからからから、、、、いずれのいずれのいずれのいずれの時期時期時期時期についてもについてもについてもについても、、、、福祉事務所長福祉事務所長福祉事務所長福祉事務所長からのからのからのからの依頼文書依頼文書依頼文書依頼文書はははは協議会協議会協議会協議会

事務局事務局事務局事務局がががが処理処理処理処理していますがしていますがしていますがしていますが、、、、平成平成平成平成３３３３年度以前年度以前年度以前年度以前はははは運動協会長運動協会長運動協会長運動協会長あてにあてにあてにあてに、、、、平成平成平成平成４４４４年度以降年度以降年度以降年度以降

はははは協議会理事長協議会理事長協議会理事長協議会理事長あてにあてにあてにあてに出出出出されておりされておりされておりされており、、、、からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金のののの原資原資原資原資がががが変遷変遷変遷変遷していることがわしていることがわしていることがわしていることがわ

かりますかりますかりますかります。。。。    

（単位　円）
生活保護世
帯慰問金

生活保護
世帯児童
お年玉

生活保護
法による
入院患者
慰問金

からたち
基金

生活保護
世帯入学
児童学用
品・学生
服

生活保護
世帯　児
童夏期制
服

生活保護世
帯夏期慰問
金

生活保護
世帯小・
中学生生
徒卒業旅
行費給付

生活保護関
係の配分額

配分金の合
計額

生活保護
関係の配
分額の占
める割合

昭和 55 965,000 478,000 255,000 100,000 593,000 138,000 832,500 258,000 3,619,500 8,203,710 0.44
56
57 1,050,000 400,000 183,000 100,000 463,000 220,000 766,500 345,000 3,527,500 7,938,100 0.44
58 1,140,000 480,000 240,000 100,000 710,000 250,000 892,500 270,000 4,082,500 8,229,500 0.50
59
60 1,260,000 550,000 245,000 200,000 690,000 450,000 1,350,000 380,000 5,125,000 10,269,000 0.50
61 633,500 462,500 200,000 573,000 300,000 800,000 377,000 3,346,000 10,869,830 0.31
62 1,449,000 427,500 200,000 556,000 300,000 818,000 431,000 4,181,500 11,013,800 0.38
63 1,421,000 362,500 300,000 453,000 225,000 844,000 344,000 3,949,500 10,880,826 0.36

平成 1 1,540,000 325,000 200,000 538,000 300,000 880,000 341,000 4,124,000 11,518,000 0.36
2 1,501,500 270,000 200,000 320,000 150,000 852,000 316,000 3,609,500 10,530,048 0.34
3

4 1,456,000 247,500 200,000 250,000 2,153,500 7,393,798 0.29
5 2,670,500 247,500 200,000 358,000 326,000 3,802,000 9,093,185 0.42
6 2,722,500 250,000 200,000 805,000 934,000 4,911,500 10,719,920 0.46
7
8 3,202,500 287,500 185,240 655,000 349,000 4,679,240 11,861,965 0.39
9 2,763,000 160,000 96,660 427,000 358,000 3,804,660 10,520,743 0.36

10 1,488,000 162,000 46,230 1,696,230 9,433,358 0.18
11
12 208,000 115,000 323,000 10,121,361 0.03
13 250,000 200,000 450,000 8,162,199 0.06
14 280,000 200,000 480,000 10,437,167 0.05
15
16 200,000 200,000 11,194,830 0.02
17 200,000 200,000 9,955,802 0.02
18 150,000 150,000 8,042,090 0.02
19 150,000 150,000 9,976,757 0.02
20 150,000 150,000 10,378,544 0.01
21 150,000 150,000 9,839,486 0.02

※昭和５８年度、昭和６０年度及び平成元年度は決算書が保存されていなかったので、保存されていた予算書の数値を用いた。また、斜線の年度は、決算書、予算
書ともに保存されていなかった。
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２２２２    からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金によるによるによるによる貸付貸付貸付貸付にににに係係係係るるるる事務事務事務事務のののの内容内容内容内容    

    

 (1) (1) (1) (1)    貸付貸付貸付貸付のののの概要概要概要概要    

    福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所はははは、、、、昭和昭和昭和昭和５５５５５５５５年度以降平成年度以降平成年度以降平成年度以降平成２１２１２１２１年度年度年度年度までまでまでまで、、、、年度年度年度年度によってはによってはによってはによっては46,23046,23046,23046,230円円円円からからからから

30303030万円万円万円万円までのまでのまでのまでの金銭金銭金銭金銭のののの提供提供提供提供をををを受受受受けけけけ、、、、生活保護申請者生活保護申請者生活保護申請者生活保護申請者又又又又はははは被保護者被保護者被保護者被保護者（（（（以下以下以下以下「「「「被保護者等被保護者等被保護者等被保護者等」」」」とととと

いういういういう。）。）。）。）にににに対対対対するするするする貸付貸付貸付貸付のためにのためにのためにのために使用使用使用使用していましたしていましたしていましたしていました（（（（１１１１のののの(6)(6)(6)(6)アアアアのののの表表表表）。）。）。）。昭和昭和昭和昭和５４５４５４５４年度以前年度以前年度以前年度以前

もももも金額金額金額金額はははは不明不明不明不明ですがですがですがですが同様同様同様同様のののの貸付貸付貸付貸付をををを行行行行っておりっておりっておりっており、、、、このこのこのこの貸付貸付貸付貸付のののの原資原資原資原資であるであるであるである金銭金銭金銭金銭をををを福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所

ではからたちではからたちではからたちではからたち基金基金基金基金とととと称称称称していますしていますしていますしています。。。。    

からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金のののの現在高現在高現在高現在高（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１２１２１２１２月末月末月末月末））））はははは、、、、貸付中貸付中貸付中貸付中のののの金額金額金額金額 2,267,447 2,267,447 2,267,447 2,267,447円円円円をををを除除除除

きききき、、、、986,247986,247986,247986,247円円円円となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、このようにこのようにこのようにこのように多額多額多額多額のののの金銭金銭金銭金銭がががが保管保管保管保管されていることについてはされていることについてはされていることについてはされていることについては、、、、

精算精算精算精算がががが行行行行われていなかったわれていなかったわれていなかったわれていなかった時代時代時代時代のののの未清算未清算未清算未清算のののの金銭金銭金銭金銭がががが積積積積みみみみ上上上上げられたものなのかげられたものなのかげられたものなのかげられたものなのか、、、、昭和昭和昭和昭和５４５４５４５４

年度以前年度以前年度以前年度以前にににに多額多額多額多額のののの資金移動資金移動資金移動資金移動があったのかがあったのかがあったのかがあったのか現存現存現存現存するするするする書類書類書類書類ではではではでは確認確認確認確認できませんでしたできませんでしたできませんでしたできませんでした。。。。    

    

(2)(2)(2)(2)    貸付基準貸付基準貸付基準貸付基準    

からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金によるによるによるによる貸付事務貸付事務貸付事務貸付事務についてはについてはについてはについては、、、、従来従来従来従来、、、、基準基準基準基準がなくがなくがなくがなく、、、、貸付貸付貸付貸付のののの必要性必要性必要性必要性についについについについ

てはてはてはては生活保護担当課長生活保護担当課長生活保護担当課長生活保護担当課長がががが判断判断判断判断していましたがしていましたがしていましたがしていましたが、、、、制度見直制度見直制度見直制度見直しによりしによりしによりしにより平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年５５５５月月月月１０１０１０１０

日付日付日付日付けでけでけでけで「「「「宝塚市生活保護費宝塚市生活保護費宝塚市生活保護費宝塚市生活保護費つなぎつなぎつなぎつなぎ資金貸付要綱資金貸付要綱資金貸付要綱資金貸付要綱」」」」がががが制定制定制定制定されされされされ、、、、基準基準基準基準がががが明確化明確化明確化明確化されまされまされまされま

したしたしたした。。。。要綱要綱要綱要綱のののの目的及目的及目的及目的及びびびび貸付条件貸付条件貸付条件貸付条件はははは下記下記下記下記のとおりでのとおりでのとおりでのとおりで、、、、貸付条件貸付条件貸付条件貸付条件はははは先例先例先例先例をををを条文化条文化条文化条文化したものしたものしたものしたもの

ですですですです。。。。    

アアアア    目的目的目的目的（（（（要綱第要綱第要綱第要綱第１１１１条条条条））））    

行旅人及行旅人及行旅人及行旅人及びびびび生活保護法生活保護法生活保護法生活保護法にににに規定規定規定規定するするするする最低生活最低生活最低生活最低生活をををを維持維持維持維持できないできないできないできない者者者者がががが、、、、からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金をををを

原資原資原資原資としたとしたとしたとした生活保護費生活保護費生活保護費生活保護費つなぎつなぎつなぎつなぎ資金資金資金資金をををを貸貸貸貸しししし付付付付けすることによってけすることによってけすることによってけすることによって、、、、行旅人行旅人行旅人行旅人のののの帰宅帰宅帰宅帰宅やややや最最最最

低生活低生活低生活低生活をををを維持維持維持維持することをすることをすることをすることを目的目的目的目的とするとするとするとする。。。。    

イイイイ    貸付条件貸付条件貸付条件貸付条件（（（（要綱第要綱第要綱第要綱第４４４４条条条条））））    

貸付貸付貸付貸付をををを行行行行うううう場合場合場合場合のののの条件条件条件条件はははは次次次次のののの各号各号各号各号にににに定定定定めるとおりとするめるとおりとするめるとおりとするめるとおりとする。。。。    

(1)(1)(1)(1)    生活保護申請中生活保護申請中生活保護申請中生活保護申請中のののの者者者者であってであってであってであって、、、、生活保護費生活保護費生活保護費生活保護費のののの支給支給支給支給までのまでのまでのまでの間間間間、、、、最低生活最低生活最低生活最低生活がががが維持維持維持維持

できないできないできないできない場合場合場合場合    

(2)(2)(2)(2)    生活保護生活保護生活保護生活保護のののの申請中又申請中又申請中又申請中又はははは申請申請申請申請のののの意思意思意思意思をををを有有有有するするするする居宅居宅居宅居宅をををを喪失喪失喪失喪失しているしているしているしている者者者者がががが、、、、生活保生活保生活保生活保

護費護費護費護費のののの支給支給支給支給までにまでにまでにまでに、、、、居宅居宅居宅居宅をををを確保確保確保確保するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある場合場合場合場合、、、、又又又又はははは施設入所等施設入所等施設入所等施設入所等までのまでのまでのまでの間間間間、、、、

宿泊宿泊宿泊宿泊をさせるをさせるをさせるをさせる必要必要必要必要があるがあるがあるがある場合場合場合場合    

(3)(3)(3)(3)    生活保護受給者生活保護受給者生活保護受給者生活保護受給者であってであってであってであって、、、、生活保護制度生活保護制度生活保護制度生活保護制度におけるにおけるにおけるにおける一時扶助等一時扶助等一時扶助等一時扶助等をををを支給支給支給支給するするするする場場場場合合合合

であってであってであってであって、、、、財務規則上財務規則上財務規則上財務規則上、、、、支給支給支給支給がががが間間間間にににに合合合合わないわないわないわない場合場合場合場合    

(4)(4)(4)(4)    生活保護受給者生活保護受給者生活保護受給者生活保護受給者であってであってであってであって、、、、生活保護制度生活保護制度生活保護制度生活保護制度におけるにおけるにおけるにおける一時扶助等一時扶助等一時扶助等一時扶助等をををを支給支給支給支給するにはするにはするにはするには

要件要件要件要件をををを欠欠欠欠くためにくためにくためにくために、、、、利用利用利用利用できないができないができないができないが、、、、該当事案該当事案該当事案該当事案がががが、、、、そのそのそのその世帯世帯世帯世帯のののの自立更正自立更正自立更正自立更正にににに真真真真にににに

有用有用有用有用であるとであるとであるとであると福祉事務所長福祉事務所長福祉事務所長福祉事務所長がががが認認認認めるめるめるめる場合場合場合場合    

(5)(5)(5)(5)    生活保護受給者生活保護受給者生活保護受給者生活保護受給者であってであってであってであって、、、、疾病等疾病等疾病等疾病等のののの起因起因起因起因によりによりによりにより、、、、生活費生活費生活費生活費がががが枯渇枯渇枯渇枯渇しししし、、、、最低生活最低生活最低生活最低生活
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がががが維持維持維持維持できないできないできないできない場合場合場合場合    

(6)(6)(6)(6)    認知症等認知症等認知症等認知症等のののの疾病疾病疾病疾病によりによりによりにより、、、、市長申市長申市長申市長申しししし立立立立てによるてによるてによるてによる後見後見後見後見がががが必要必要必要必要であるがであるがであるがであるが、、、、後見後見後見後見をををを行行行行

うまでのうまでのうまでのうまでの間間間間、、、、当該人当該人当該人当該人のののの預貯金等預貯金等預貯金等預貯金等をををを利用利用利用利用できないためにできないためにできないためにできないために最低生活最低生活最低生活最低生活がががが維持維持維持維持できないできないできないできない

がががが、、、、小額小額小額小額のののの貸付貸付貸付貸付があればがあればがあればがあれば生活保護生活保護生活保護生活保護のののの受給受給受給受給をををを免免免免れるれるれるれる場合場合場合場合    

(7)(7)(7)(7)    そのそのそのその他他他他、、、、福祉事務所長福祉事務所長福祉事務所長福祉事務所長がががが最低生活最低生活最低生活最低生活をををを維持維持維持維持できないできないできないできない状況状況状況状況にありにありにありにあり、、、、他他他他のののの方法方法方法方法によによによによ

ることができないることができないることができないることができない場合場合場合場合    

ウウウウ    具体的具体的具体的具体的なななな貸付件数貸付件数貸付件数貸付件数    

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年５５５５月月月月１０１０１０１０日日日日からからからから平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年２２２２月末日月末日月末日月末日までのまでのまでのまでの要綱第要綱第要綱第要綱第４４４４条条条条のののの該当号別該当号別該当号別該当号別のののの貸貸貸貸

付件数付件数付件数付件数はははは下記下記下記下記のとおりとののとおりとののとおりとののとおりとの報告報告報告報告がががが担当課担当課担当課担当課からありからありからありからあり、、、、随時監査随時監査随時監査随時監査のののの契機契機契機契機となったとなったとなったとなった「「「「生活生活生活生活

保護申請保護申請保護申請保護申請からからからから支給支給支給支給までのまでのまでのまでの間間間間にににに生活保護申請者生活保護申請者生活保護申請者生活保護申請者がががが緊急緊急緊急緊急にににに必要必要必要必要とするとするとするとする費用費用費用費用にににに対対対対するするするするつなつなつなつな

ぎぎぎぎ資金資金資金資金」」」」はははは、、、、貸付目的貸付目的貸付目的貸付目的のののの一部一部一部一部にすぎないことがにすぎないことがにすぎないことがにすぎないことが判明判明判明判明しましたしましたしましたしました。。。。    

    

    

    

 (3) (3) (3) (3)    貸付事務貸付事務貸付事務貸付事務のののの流流流流れれれれ    

    

アアアア    平成平成平成平成２１２１２１２１年度以前年度以前年度以前年度以前のののの事務処理事務処理事務処理事務処理のののの流流流流れれれれ    

関係職員関係職員関係職員関係職員からからからから「「「「平成平成平成平成２１２１２１２１年度以年度以年度以年度以前前前前はははは、、、、貸付決定貸付決定貸付決定貸付決定についてはについてはについてはについては、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして、、、、必要額必要額必要額必要額

についてはについてはについてはについてはケースワーカーケースワーカーケースワーカーケースワーカーのののの見立見立見立見立てをもとにてをもとにてをもとにてをもとに、、、、査察指導員又査察指導員又査察指導員又査察指導員又はははは課長課長課長課長とととと協議協議協議協議しししし、、、、額額額額をををを

決定決定決定決定することとしていたすることとしていたすることとしていたすることとしていた。。。。借入金借入金借入金借入金からのからのからのからの返済返済返済返済についてはについてはについてはについては経理担当経理担当経理担当経理担当がががが協力協力協力協力をををを行行行行うがうがうがうが、、、、

実務実務実務実務もももも含含含含めめめめ、、、、現金管理現金管理現金管理現金管理、、、、出入金出入金出入金出入金のののの管理管理管理管理、、、、基金基金基金基金へのへのへのへの繰入繰入繰入繰入れれれれ等等等等はははは課長課長課長課長がががが直接行直接行直接行直接行っていたっていたっていたっていた。」。」。」。」

旨旨旨旨のののの説明説明説明説明をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。またまたまたまた、、、、当時当時当時当時のののの課長課長課長課長からもからもからもからも同様同様同様同様のののの説明説明説明説明をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。    

    

イイイイ    平成平成平成平成２２２２２２２２年度以後年度以後年度以後年度以後のののの事務処理改善点事務処理改善点事務処理改善点事務処理改善点    

関係職員関係職員関係職員関係職員からからからから「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、公益通報公益通報公益通報公益通報があったためがあったためがあったためがあったため、、、、そのそのそのその結果結果結果結果がががが出出出出

るまでのるまでのるまでのるまでの間間間間はははは、、、、原則現状維持原則現状維持原則現状維持原則現状維持のののの事務取扱事務取扱事務取扱事務取扱いとしたがいとしたがいとしたがいとしたが、、、、貸付基準貸付基準貸付基準貸付基準につにつにつについていていていて先例先例先例先例によっによっによっによっ

ていたものをていたものをていたものをていたものを類型化類型化類型化類型化しししし、、、、明文化明文化明文化明文化のののの検討検討検討検討をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、ケースワーカーケースワーカーケースワーカーケースワーカーにににに対対対対してしてしてして、、、、

事務手続事務手続事務手続事務手続のののの再周知再周知再周知再周知をををを行行行行いいいい、、、、同一人同一人同一人同一人がががが繰繰繰繰りりりり返返返返してのしてのしてのしての借入借入借入借入をををを防止防止防止防止するためのするためのするためのするための指導指導指導指導をををを行行行行わわわわ

せることによりせることによりせることによりせることにより、、、、事務手続事務手続事務手続事務手続のののの適正化適正化適正化適正化にににに努努努努めためためためた。。。。またまたまたまた、、、、新新新新たにからたちたにからたちたにからたちたにからたち基金基金基金基金のののの経理担経理担経理担経理担

当当当当をををを設設設設けけけけ、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からのからのからのからの出納出納出納出納をををを担任担任担任担任させることによりさせることによりさせることによりさせることにより、、、、経理面経理面経理面経理面でのでのでのでの正正正正

確確確確さをさをさをさを担保担保担保担保したしたしたした。。。。なおなおなおなお、、、、事務改善事務改善事務改善事務改善がががが命命命命じられたじられたじられたじられた平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１１１１月月月月１９１９１９１９日以降日以降日以降日以降はははは、、、、これこれこれこれ

にににに加加加加えてえてえてえて、、、、１１１１月月月月２０２０２０２０日日日日からからからから貸付金貸付金貸付金貸付金のののの現金現金現金現金でのでのでのでの運用運用運用運用をををを中止中止中止中止しししし、、、、そのそのそのその都度必要額都度必要額都度必要額都度必要額をををを預金預金預金預金

通帳通帳通帳通帳からからからから出入金出入金出入金出入金するするするする方法方法方法方法にににに切切切切りりりり替替替替えるとともにえるとともにえるとともにえるとともに、、、、事務処理事務処理事務処理事務処理にににについてついてついてついて平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年５５５５月月月月

１０１０１０１０日付日付日付日付けでけでけでけで「「「「宝塚市生活保護費宝塚市生活保護費宝塚市生活保護費宝塚市生活保護費つなぎつなぎつなぎつなぎ資金貸付要綱資金貸付要綱資金貸付要綱資金貸付要綱」」」」をををを制定制定制定制定したしたしたした。」。」。」。」旨旨旨旨のののの説明説明説明説明をををを受受受受

けましたけましたけましたけました。。。。    

    

号 １号 ２号 ３号 ４号 ５号 ６号 ７号 合計
件数 91 13 61 3 100 0 0 268
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 (4) (4) (4) (4)    からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金のののの管理管理管理管理    

からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金についてはについてはについてはについては、、、、つなぎつなぎつなぎつなぎ資金貸付申請資金貸付申請資金貸付申請資金貸付申請があったがあったがあったがあった場合場合場合場合、、、、即日貸即日貸即日貸即日貸しししし付付付付けるけるけるける必要必要必要必要

があるためがあるためがあるためがあるため、、、、従来従来従来従来はあるはあるはあるはある程度程度程度程度のののの現金現金現金現金をををを金庫金庫金庫金庫にににに保管保管保管保管しししし、、、、残額残額残額残額をををを預金管理預金管理預金管理預金管理していましたしていましたしていましたしていました。。。。

したがってしたがってしたがってしたがって、、、、基金基金基金基金のののの管理管理管理管理はははは、、、、銀行預金銀行預金銀行預金銀行預金、、、、金庫金庫金庫金庫のののの現金現金現金現金、、、、貸付金貸付金貸付金貸付金のののの３３３３種類種類種類種類のののの形態形態形態形態でのでのでのでの管理管理管理管理

となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度からからからから２２２２２２２２年度年度年度年度のののの各年度末各年度末各年度末各年度末におけるにおけるにおけるにおける預金額預金額預金額預金額（（（（銀行預金銀行預金銀行預金銀行預金）、）、）、）、

小口現金小口現金小口現金小口現金（（（（金庫金庫金庫金庫のののの現金現金現金現金））））及及及及びびびび貸付残高貸付残高貸付残高貸付残高をををを担当部局担当部局担当部局担当部局にににに問問問問うたとこうたとこうたとこうたところろろろ「「「「平成平成平成平成２１２１２１２１年度以前年度以前年度以前年度以前

についてはについてはについてはについては、、、、貸付金貸付金貸付金貸付金のののの出入金状況出入金状況出入金状況出入金状況のみののみののみののみの確認確認確認確認がなされていたことがなされていたことがなされていたことがなされていたこと、、、、随時随時随時随時、、、、返済済返済済返済済返済済みみみみ借借借借

用書用書用書用書（（（（受領書受領書受領書受領書））））等等等等のののの書類書類書類書類がががが破棄破棄破棄破棄されてきたことからされてきたことからされてきたことからされてきたことから、、、、当該年度末当該年度末当該年度末当該年度末ごとのそれぞれのごとのそれぞれのごとのそれぞれのごとのそれぞれの金金金金

額額額額についてはについてはについてはについては、、、、現時点現時点現時点現時点ではではではでは特定特定特定特定できないできないできないできない状況状況状況状況ですですですです。」。」。」。」とのとのとのとの回答回答回答回答がありましたがありましたがありましたがありました。。。。銀行預金銀行預金銀行預金銀行預金、、、、

金庫金庫金庫金庫のののの現金現金現金現金のののの保管保管保管保管はきちんとされているもののはきちんとされているもののはきちんとされているもののはきちんとされているものの、、、、貸付金貸付金貸付金貸付金についてはについてはについてはについては貸付金全体貸付金全体貸付金全体貸付金全体をををを管理管理管理管理

するするするする台帳等台帳等台帳等台帳等をををを作成作成作成作成していないためしていないためしていないためしていないため、、、、時点時点時点時点時点時点時点時点におけるにおけるにおけるにおける全体全体全体全体のののの貸付残高貸付残高貸付残高貸付残高がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと把握把握把握把握

できずできずできずできず、、、、基金全体基金全体基金全体基金全体のののの状況状況状況状況がががが不明確不明確不明確不明確なななな状況状況状況状況にありましたにありましたにありましたにありました。。。。    

なおなおなおなお、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１２１２１２１２月末現在月末現在月末現在月末現在のののの基金状況基金状況基金状況基金状況はははは下記下記下記下記のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

貸付残高貸付残高貸付残高貸付残高                    2,267,4472,267,4472,267,4472,267,447円円円円    

通帳残高通帳残高通帳残高通帳残高                        979,976979,976979,976979,976円円円円    

小口現金残額小口現金残額小口現金残額小口現金残額                    6,2716,2716,2716,271円円円円    

合合合合        計計計計                    3,253,6943,253,6943,253,6943,253,694円円円円    

    

アアアア    受領書受領書受領書受領書（（（（借用書借用書借用書借用書））））    

((((ｱｱｱｱ))))    受領書受領書受領書受領書（（（（借用書借用書借用書借用書））））のののの内容内容内容内容 

つなぎつなぎつなぎつなぎ資金資金資金資金のののの貸付貸付貸付貸付をををを受受受受けるけるけるける場合場合場合場合、、、、受領書受領書受領書受領書（（（（借用書借用書借用書借用書））））にににに年月日年月日年月日年月日、、、、住所住所住所住所、、、、氏名氏名氏名氏名、、、、借借借借

りるりるりるりる額額額額、、、、返済方法等返済方法等返済方法等返済方法等をををを記載記載記載記載のののの上上上上、、、、借借借借りりりり受受受受けますけますけますけます。。。。担当者担当者担当者担当者はははは返済返済返済返済があったがあったがあったがあった場合場合場合場合、、、、ここここ

のののの受領書受領書受領書受領書にににに返済内容返済内容返済内容返済内容をををを記入記入記入記入するのでするのでするのでするので、、、、これをこれをこれをこれを見見見見ればればればれば、、、、個人単位個人単位個人単位個人単位でのでのでのでの貸付貸付貸付貸付、、、、返済内返済内返済内返済内

容容容容がわかりますがわかりますがわかりますがわかります。。。。ただしただしただしただし、、、、以前以前以前以前はははは、、、、返済済返済済返済済返済済のののの受領書受領書受領書受領書（（（（借用書借用書借用書借用書））））はははは随時破棄随時破棄随時破棄随時破棄されたされたされたされた

ためためためため、、、、返済済返済済返済済返済済みのみのみのみの古古古古いいいい書類書類書類書類はははは存在存在存在存在しませんしませんしませんしません。。。。またまたまたまた、、、、前述前述前述前述のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、貸付金全体貸付金全体貸付金全体貸付金全体をををを

管理管理管理管理するするするする台帳台帳台帳台帳はははは作成作成作成作成していないのでしていないのでしていないのでしていないので、、、、時点時点時点時点時点時点時点時点におけるにおけるにおけるにおける全体全体全体全体のののの貸付残高貸付残高貸付残高貸付残高はははは不明不明不明不明でででで

すすすす。。。。    

((((ｲｲｲｲ))))    必要事項必要事項必要事項必要事項のののの記入漏記入漏記入漏記入漏れれれれ等等等等についてについてについてについて    

書類書類書類書類をををを確認確認確認確認したところしたところしたところしたところ、、、、必要事項必要事項必要事項必要事項のののの記入漏記入漏記入漏記入漏れれれれ、、、、押印漏押印漏押印漏押印漏れれれれ等等等等がががが相当数存在相当数存在相当数存在相当数存在しまししまししまししまし

たたたた。。。。    

 

イイイイ    出納簿出納簿出納簿出納簿    

金庫金庫金庫金庫にににに保管保管保管保管しているしているしているしている現金現金現金現金とととと銀行預金銀行預金銀行預金銀行預金のののの出納簿出納簿出納簿出納簿でででで、、、、入出金入出金入出金入出金ごとにごとにごとにごとに記入記入記入記入していますしていますしていますしています。。。。    

出納簿出納簿出納簿出納簿のののの記入記入記入記入にににに誤誤誤誤りがないかりがないかりがないかりがないか、、、、出納簿出納簿出納簿出納簿とととと預金通帳預金通帳預金通帳預金通帳をををを照合照合照合照合したところしたところしたところしたところ、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年

度度度度からからからから２１２１２１２１年度年度年度年度においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、貸出又貸出又貸出又貸出又はははは返還返還返還返還のののの入出金入出金入出金入出金ごとにきちんとごとにきちんとごとにきちんとごとにきちんと差引差引差引差引をををを記入記入記入記入してしてしてして
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いるもののいるもののいるもののいるものの、、、、件数件数件数件数がががが多多多多いいいい場合場合場合場合はあるはあるはあるはある程度程度程度程度まとめてまとめてまとめてまとめて預金預金預金預金にににに入出金入出金入出金入出金していることしていることしていることしていること、、、、またまたまたまた、、、、

預金利子預金利子預金利子預金利子についてはについてはについてはについては出納簿出納簿出納簿出納簿にににに長期間未記入等長期間未記入等長期間未記入等長期間未記入等がありがありがありがあり、、、、出納簿出納簿出納簿出納簿のののの個別個別個別個別データデータデータデータはははは必必必必ずしずしずしずし

もももも記帳記帳記帳記帳されたされたされたされた金額金額金額金額とととと一致一致一致一致していませんでしたしていませんでしたしていませんでしたしていませんでした。。。。    

またまたまたまた、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１１１１月月月月３１３１３１３１日日日日までについてはまでについてはまでについてはまでについては、、、、出納簿出納簿出納簿出納簿にににに

記載記載記載記載されているされているされているされている預金額預金額預金額預金額とととと通帳通帳通帳通帳のののの記帳額記帳額記帳額記帳額はははは一致一致一致一致していますがしていますがしていますがしていますが、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年２２２２月月月月、、、、３３３３月月月月

はははは現金現金現金現金とととと銀行預金銀行預金銀行預金銀行預金のののの合計額合計額合計額合計額だけがだけがだけがだけが記入記入記入記入されていてされていてされていてされていて明細明細明細明細がががが記入記入記入記入されていないのでされていないのでされていないのでされていないので確認確認確認確認

できませんでしたできませんでしたできませんでしたできませんでした（（（（基本的基本的基本的基本的にににに現金現金現金現金はははは端数端数端数端数だけにしてだけにしてだけにしてだけにして預金預金預金預金へへへへ移動移動移動移動したとのことであしたとのことであしたとのことであしたとのことであ

るるるる。）。。）。。）。。）。    

以上以上以上以上のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、出納簿出納簿出納簿出納簿とととと通帳通帳通帳通帳のののの照合照合照合照合をををを行行行行ったったったった結結結結果果果果、、、、明細等明細等明細等明細等がががが確認確認確認確認できないできないできないできない部分部分部分部分がががが

あるもののあるもののあるもののあるものの、、、、基本的基本的基本的基本的にににに現金現金現金現金のののの入出金入出金入出金入出金についてはきちんとについてはきちんとについてはきちんとについてはきちんと記入記入記入記入されていましたされていましたされていましたされていました。。。。    

    

主主主主なななな時点時点時点時点におけるにおけるにおけるにおける出納簿出納簿出納簿出納簿のののの記載額記載額記載額記載額    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ウウウウ    通帳通帳通帳通帳のののの管理管理管理管理    

通帳通帳通帳通帳はははは金庫内金庫内金庫内金庫内でででで保管保管保管保管しておりしておりしておりしており、、、、きちんときちんときちんときちんと管理管理管理管理されていましたされていましたされていましたされていました。。。。ただしただしただしただし、、、、名義名義名義名義がががが平平平平

成成成成１７１７１７１７年度年度年度年度からからからから２１２１２１２１年度年度年度年度までまでまでまで在任在任在任在任したしたしたした前前前前のののの課長課長課長課長のののの名義名義名義名義のままでのままでのままでのままで変更変更変更変更されていませんされていませんされていませんされていません

でしたでしたでしたでした。。。。変更変更変更変更していないしていないしていないしていない理由理由理由理由についてはについてはについてはについては、「、「、「、「制度制度制度制度のののの見直見直見直見直しのしのしのしの最中最中最中最中でありでありでありであり、、、、そのままそのままそのままそのまま変変変変

更更更更せずにいたせずにいたせずにいたせずにいた。」。」。」。」旨旨旨旨のののの説明説明説明説明をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。    

    

エエエエ    返済不能分返済不能分返済不能分返済不能分のののの処理処理処理処理    

((((ｱｱｱｱ))))    返済不能分返済不能分返済不能分返済不能分のののの判断判断判断判断    

関係職員関係職員関係職員関係職員からからからから「「「「平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度ままままではではではでは原則原則原則原則としてとしてとしてとして借受者借受者借受者借受者がががが失踪又失踪又失踪又失踪又はははは死亡死亡死亡死亡したしたしたした場合場合場合場合

はははは返済不能返済不能返済不能返済不能とととと判断判断判断判断しししし、、、、貸付額貸付額貸付額貸付額からからからから欠損扱欠損扱欠損扱欠損扱いとしていたいとしていたいとしていたいとしていた。。。。欠損扱欠損扱欠損扱欠損扱いとしたいとしたいとしたいとした返済不能返済不能返済不能返済不能

分分分分についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその額額額額のののの一部一部一部一部をををを毎年度毎年度毎年度毎年度、、、、市社会福祉協議会市社会福祉協議会市社会福祉協議会市社会福祉協議会にににに返済不能分返済不能分返済不能分返済不能分としてとしてとしてとして報報報報

告告告告しししし、、、、共同募金共同募金共同募金共同募金をををを原資原資原資原資としたとしたとしたとした資金資金資金資金（（（（からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金））））でででで欠損処理欠損処理欠損処理欠損処理したしたしたした金額金額金額金額をををを穴埋穴埋穴埋穴埋めめめめ

していたしていたしていたしていた。。。。ただしただしただしただし、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度からはからはからはからは共同募金共同募金共同募金共同募金をををを原資原資原資原資としたとしたとしたとした資金資金資金資金でのでのでのでの穴埋穴埋穴埋穴埋めめめめ処処処処

理理理理はしていないはしていないはしていないはしていない。」。」。」。」旨旨旨旨のののの説明説明説明説明をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。    

    

(単位：円)
年 月 日 金　庫 預　金 合　計

H17. 3.23 447,724 4,147 451,871
H17. 3.29 293,028 704,147 997,175
H18. 3.31 266,533 604,147 870,680
H19. 3.30 213,408 894,195 1,107,603
H20. 3.31 411,742 1,194,125 1,605,867
H21. 3.31 445,809 1,031,220 1,477,029
H22. 3.31 573,633 681,589 1,255,222
H23. 1.28 476 602,863 603,339
H23. 3.31 － － 36,227
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((((ｲｲｲｲ))))    精算報告書精算報告書精算報告書精算報告書    

上記上記上記上記のののの穴埋穴埋穴埋穴埋めしためしためしためした内容内容内容内容についてはについてはについてはについては、、、、市市市市からからからから協議会協議会協議会協議会へへへへ精算報告精算報告精算報告精算報告というというというという形形形形でででで収支収支収支収支をををを

報告報告報告報告していますがしていますがしていますがしていますが、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度からからからから２１２１２１２１年度年度年度年度までのまでのまでのまでの状況状況状況状況はははは次表次表次表次表のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

 (5) (5) (5) (5)    兵庫県下兵庫県下兵庫県下兵庫県下のののの状況状況状況状況    

年度年度年度年度はははは不明不明不明不明ですがですがですがですが最近最近最近最近のものとのものとのものとのものと思思思思われるわれるわれるわれる担当課保管担当課保管担当課保管担当課保管のののの県資料県資料県資料県資料によるとによるとによるとによると、、、、つなぎつなぎつなぎつなぎ資金資金資金資金

貸付制度貸付制度貸付制度貸付制度についてについてについてについて把握把握把握把握しているしているしているしている県下県下県下県下のののの市市市市のののの状況状況状況状況はははは下記下記下記下記のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

アアアア    制度制度制度制度のののの有無有無有無有無    

有有有有    １５１５１５１５市市市市    

無無無無    １１１１１１１１市市市市    

イイイイ    貸付制度貸付制度貸付制度貸付制度のののの実施主体実施主体実施主体実施主体    

社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会                            ９９９９市市市市    

市市市市                                                    ３３３３市市市市    

市市市市・・・・社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会のののの両方両方両方両方        ２２２２市市市市    

民生児童委員協議会民生児童委員協議会民生児童委員協議会民生児童委員協議会                    １１１１市市市市    

    

なおなおなおなお、、、、県資料県資料県資料県資料ではではではでは、、、、実施主体実施主体実施主体実施主体がががが市市市市のうちのうちのうちのうち、、、、２２２２市市市市（（（（宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市、、、、伊丹市伊丹市伊丹市伊丹市））））がががが「「「「社会福祉協社会福祉協社会福祉協社会福祉協

議会議会議会議会からのからのからのからの預預預預りりりり資金資金資金資金によるによるによるによる貸付貸付貸付貸付実施実施実施実施」」」」とととと整理整理整理整理されていますされていますされていますされています。。。。    

    

 (6) (6) (6) (6)    今後今後今後今後のののの制度運用制度運用制度運用制度運用    

関係職員関係職員関係職員関係職員からからからから「「「「平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からはからはからはからは現在現在現在現在のからたちのからたちのからたちのからたち基金基金基金基金についてはについてはについてはについては市社会福市社会福市社会福市社会福

祉協議会祉協議会祉協議会祉協議会にににに引継引継引継引継ぎぎぎぎ（（（（返還返還返還返還））））しししし、、、、新新新新たにたにたにたに市費市費市費市費をををを財源財源財源財源としたとしたとしたとした市事業市事業市事業市事業「「「「生活保護費生活保護費生活保護費生活保護費つなぎつなぎつなぎつなぎ資資資資

金貸付事業金貸付事業金貸付事業金貸付事業」」」」としてとしてとしてとして運用運用運用運用するするするする。。。。事業事業事業事業のののの運用運用運用運用についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから施行施行施行施行

されるされるされるされる「「「「宝塚市生活保護費宝塚市生活保護費宝塚市生活保護費宝塚市生活保護費つなぎつなぎつなぎつなぎ資金貸付実施要綱資金貸付実施要綱資金貸付実施要綱資金貸付実施要綱」」」」をもとにをもとにをもとにをもとに実施実施実施実施するするするする。。。。貸付内容貸付内容貸付内容貸付内容もももも、、、、

生活保護費生活保護費生活保護費生活保護費がががが支給支給支給支給されるまでのされるまでのされるまでのされるまでの間間間間のののの扶助費扶助費扶助費扶助費のののの立替分立替分立替分立替分のみとしのみとしのみとしのみとし、、、、一括返済一括返済一括返済一括返済をををを原則原則原則原則とするとするとするとする。。。。

このためこのためこのためこのため、、、、からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金でででで実施実施実施実施していたしていたしていたしていた行旅人行旅人行旅人行旅人へのへのへのへの貸付貸付貸付貸付はははは行行行行わないこととするわないこととするわないこととするわないこととする。」。」。」。」旨旨旨旨のののの

説明説明説明説明をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。    

    

    

からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金のののの収支収支収支収支（（（（精算報告書精算報告書精算報告書精算報告書によるによるによるによる））））
（単位　円）

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

200,000 （Ａ） 150,000 （Ａ） 150,000 （Ａ） 150,000 （Ａ） 150,000 （Ａ）

207,750 （Ｂ） 150,000 （Ｂ） 150,000 （Ｂ） 150,000 （Ｂ） 150,000 （Ｂ）

（1） 行旅によるもの（交通費） 24,500 49件 15,000 30件 11,500 23件 17,500 35件 13,000 26件
（2） 死亡によるもの 53,250 1件 66,256 3件 75,750 2件 0 0件 75,000 1件
（3） 行方不明によるもの 130,000 2件 68,744 2件 62,750 1件 132,500 5件 62,000 2件
差引　　　　（Ａ）－（Ｂ） △ 7,750 0 0 0 0

歳末助け合い愛の持ち寄り運
動からの収入

生活保護者等への貸付金で
回収不能になったもの
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第第第第８８８８    理由理由理由理由    

１１１１    総計予算主義違反総計予算主義違反総計予算主義違反総計予算主義違反についてについてについてについて    

地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第２１０２１０２１０２１０条条条条はははは「「「「一会計年度一会計年度一会計年度一会計年度におけるにおけるにおけるにおける一切一切一切一切のののの収入及収入及収入及収入及びびびび支出支出支出支出はははは、、、、すべてこれをすべてこれをすべてこれをすべてこれを

歳入歳出予算歳入歳出予算歳入歳出予算歳入歳出予算にににに編入編入編入編入しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない」」」」とととと総計予算主義総計予算主義総計予算主義総計予算主義のののの原則原則原則原則をををを規定規定規定規定しておりしておりしておりしており、、、、地方地方地方地方

公共団体公共団体公共団体公共団体のののの行行行行うううう事務事務事務事務でででで金銭金銭金銭金銭をををを伴伴伴伴うものについてはうものについてはうものについてはうものについては、、、、そのそのそのその支払支払支払支払のののの財源財源財源財源となるものをとなるものをとなるものをとなるものを歳入予歳入予歳入予歳入予

算算算算にににに、、、、各般各般各般各般のののの需要需要需要需要をををを満満満満たすためのたすためのたすためのたすための支払支払支払支払をををを歳出予算歳出予算歳出予算歳出予算にににに計上計上計上計上しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない、、、、とされてとされてとされてとされて

いますいますいますいます。。。。    

他方他方他方他方、、、、地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの職員職員職員職員はははは本来的本来的本来的本来的なななな地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの事務事務事務事務のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、広範広範広範広範なななな行政需行政需行政需行政需

要要要要にににに応応応応えるためえるためえるためえるため、、、、地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの処理処理処理処理すべきすべきすべきすべき事務事務事務事務とととと密接密接密接密接なななな関係関係関係関係をををを有有有有するするするする団体団体団体団体がががが事務処理事務処理事務処理事務処理

体制体制体制体制がががが不十分不十分不十分不十分であるであるであるであるなどのなどのなどのなどの場合場合場合場合、、、、そのそのそのその事務局事務局事務局事務局としてとしてとしてとして出納出納出納出納をををを伴伴伴伴うううう事務事務事務事務をををを行行行行ったりったりったりったり、、、、地方公地方公地方公地方公

共団体共団体共団体共団体がががが構成員構成員構成員構成員となっているとなっているとなっているとなっている団体団体団体団体のののの現金現金現金現金をををを取取取取りりりり扱扱扱扱ったりったりったりったり、、、、小中学校小中学校小中学校小中学校のののの現場現場現場現場でででで教材教材教材教材、、、、給食給食給食給食

費費費費などなどなどなど実費実費実費実費をををを徴収徴収徴収徴収しししし、、、、そのそのそのその出納事務出納事務出納事務出納事務をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。これらのこれらのこれらのこれらの金銭金銭金銭金銭はははは準公金準公金準公金準公金とととと呼呼呼呼ばれてばれてばれてばれて

おりおりおりおり、、、、これらこれらこれらこれら準公金準公金準公金準公金にににに係係係係るるるる収入支出収入支出収入支出収入支出はははは当該地方公共団体当該地方公共団体当該地方公共団体当該地方公共団体のののの歳入歳出予算歳入歳出予算歳入歳出予算歳入歳出予算にはにはにはには計上計上計上計上されまされまされまされま

せんせんせんせん。。。。    

以上以上以上以上をををを前提前提前提前提としてとしてとしてとして、、、、宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市のこれまでのからたちのこれまでのからたちのこれまでのからたちのこれまでのからたち基金基金基金基金のののの取扱取扱取扱取扱いがいがいがいが総計予算主義総計予算主義総計予算主義総計予算主義にににに反反反反すすすす

るかどうかについてるかどうかについてるかどうかについてるかどうかについて検討検討検討検討しますしますしますします。。。。    

からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金はははは、、、、昭和昭和昭和昭和３０３０３０３０年代年代年代年代からからからから現在現在現在現在にににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、生活生活生活生活保護担当課長保護担当課長保護担当課長保護担当課長のののの管理下管理下管理下管理下にあにあにあにあ

ってってってって連綿連綿連綿連綿とととと被保護者等被保護者等被保護者等被保護者等のののの緊急避難的緊急避難的緊急避難的緊急避難的なななな資金需要資金需要資金需要資金需要にににに応応応応えるためにえるためにえるためにえるために、、、、本市職員本市職員本市職員本市職員によってによってによってによって使用使用使用使用

されていたされていたされていたされていた金銭金銭金銭金銭ですがですがですがですが、、、、第第第第７７７７にににに記載記載記載記載するするするする事実事実事実事実をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、そのそのそのその性格性格性格性格をををを分析分析分析分析しますしますしますします。。。。    

    

 (1) (1) (1) (1)    第第第第７７７７のののの１１１１(1)(1)(1)(1)にににに記載記載記載記載したようにしたようにしたようにしたように、、、、協議会協議会協議会協議会はははは昭和昭和昭和昭和３１３１３１３１年年年年からからからから兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会兵庫県共同募金会のののの宝塚支宝塚支宝塚支宝塚支

部部部部としてとしてとしてとして現在現在現在現在までまでまでまで活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。他方他方他方他方、、、、宝塚市内宝塚市内宝塚市内宝塚市内にはにはにはには、、、、昭和昭和昭和昭和３５３５３５３５年年年年からからからから、、、、運動協会運動協会運動協会運動協会とととと

いういういういう歳末歳末歳末歳末たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい募金募金募金募金をををを収集収集収集収集しししし、、、、社会的弱者社会的弱者社会的弱者社会的弱者にににに各種給付等各種給付等各種給付等各種給付等をををを行行行行うためのうためのうためのうための任意団体任意団体任意団体任意団体がががが存存存存

在在在在していましたしていましたしていましたしていました。。。。    

昭和昭和昭和昭和４３４３４３４３年年年年にににに協議会協議会協議会協議会がががが市市市市からからからから運動協会運動協会運動協会運動協会のののの事務事務事務事務のののの移管移管移管移管をををを受受受受けたけたけたけた後後後後はははは、、、、協議会協議会協議会協議会はははは兵庫兵庫兵庫兵庫県県県県

共同募金会宝塚支部共同募金会宝塚支部共同募金会宝塚支部共同募金会宝塚支部のののの事務事務事務事務とととと、、、、運動協会運動協会運動協会運動協会のののの事務局事務局事務局事務局としてのとしてのとしてのとしての事務事務事務事務をををを同時同時同時同時にににに行行行行うこととなうこととなうこととなうこととな

りりりり、、、、運動協会運動協会運動協会運動協会がががが廃止廃止廃止廃止されるされるされるされる前年度前年度前年度前年度のののの平成平成平成平成３３３３年度年度年度年度までまでまでまで、、、、このこのこのこの状態状態状態状態がががが続続続続いていましたいていましたいていましたいていました。。。。    

運動協会運動協会運動協会運動協会がががが廃止廃止廃止廃止されるまでのされるまでのされるまでのされるまでの福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所とととと協議会協議会協議会協議会のののの関係関係関係関係についてについてについてについて、、、、市関係職員市関係職員市関係職員市関係職員からからからから

「「「「任意団体任意団体任意団体任意団体であるであるであるである運動協会運動協会運動協会運動協会がががが、、、、自治会自治会自治会自治会やややや婦人会婦人会婦人会婦人会、、、、一般市民一般市民一般市民一般市民のののの方方方方からからからから集集集集めためためためた募金募金募金募金をををを、、、、主主主主

としてとしてとしてとして被保護世帯被保護世帯被保護世帯被保護世帯にににに対対対対するするするする慰問慰問慰問慰問やややや激励激励激励激励にににに関関関関するするするする事業事業事業事業やややや被保護世帯被保護世帯被保護世帯被保護世帯、、、、児童施設等各福祉児童施設等各福祉児童施設等各福祉児童施設等各福祉

施設入所者施設入所者施設入所者施設入所者のののの方方方方やややや一人親家庭一人親家庭一人親家庭一人親家庭のののの子子子子どもたちへのどもたちへのどもたちへのどもたちへの激励激励激励激励にににに関関関関するするするする事業事業事業事業にににに使用使用使用使用していたがしていたがしていたがしていたが、、、、

各福祉施設入所者等各福祉施設入所者等各福祉施設入所者等各福祉施設入所者等へのへのへのへの慰問金等慰問金等慰問金等慰問金等のののの配布配布配布配布についてはについてはについてはについては、、、、運動協会運動協会運動協会運動協会のののの事務局事務局事務局事務局であるであるであるである協議会協議会協議会協議会

ではなくではなくではなくではなく、、、、市市市市ののののケースワーカーケースワーカーケースワーカーケースワーカーがががが行行行行っていたっていたっていたっていた。」。」。」。」旨旨旨旨のののの説明説明説明説明をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。    

上述上述上述上述のののの市関係職員市関係職員市関係職員市関係職員のののの説明説明説明説明ではではではでは、、、、募金活動募金活動募金活動募金活動をををを協議会協議会協議会協議会がががが、、、、慰問金等慰問金等慰問金等慰問金等のののの配布配布配布配布をををを市市市市がががが行行行行いいいい、、、、両両両両

者者者者はははは役割分担役割分担役割分担役割分担をしていたとのことですがをしていたとのことですがをしていたとのことですがをしていたとのことですが、、、、第第第第７７７７のののの１１１１(1)(1)(1)(1)カカカカでででで確認確認確認確認したところからしたところからしたところからしたところから、、、、運動運動運動運動
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協会発足当初協会発足当初協会発足当初協会発足当初はははは、、、、市市市市がががが事務局事務局事務局事務局でありでありでありであり、、、、したがってしたがってしたがってしたがって、、、、募金活動募金活動募金活動募金活動もももも慰問金等慰問金等慰問金等慰問金等のののの配布配布配布配布もももも運動協運動協運動協運動協

会会会会のののの事務局事務局事務局事務局としてのとしてのとしてのとしての市市市市がががが行行行行っていたとっていたとっていたとっていたと考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、第第第第７７７７のののの１１１１(5)(5)(5)(5)でででで

確認確認確認確認したとおりしたとおりしたとおりしたとおり、、、、協議会協議会協議会協議会とととと福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所とはとはとはとは未分化未分化未分化未分化でありでありでありであり、、、、一体的一体的一体的一体的なななな組織組織組織組織であったことかであったことかであったことかであったことか

らららら、、、、両者両者両者両者がががが共同共同共同共同してしてしてして運動協会運動協会運動協会運動協会のののの事務事務事務事務局局局局のののの立場立場立場立場でででで運動協会運動協会運動協会運動協会がががが行行行行うべきうべきうべきうべき事務事務事務事務をををを行行行行っていたもっていたもっていたもっていたも

のとのとのとのと考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。    

運動協会運動協会運動協会運動協会はははは、、、、第第第第７７７７のののの１１１１(1)(1)(1)(1)※※※※1111 でででで確認確認確認確認したとおりしたとおりしたとおりしたとおり、、、、募金活動募金活動募金活動募金活動のためだけののためだけののためだけののためだけの団体団体団体団体ではなくではなくではなくではなく、、、、

社会的弱者社会的弱者社会的弱者社会的弱者にににに対対対対するするするする施策施策施策施策のののの実施主体実施主体実施主体実施主体でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、市内各種団体市内各種団体市内各種団体市内各種団体でででで構成構成構成構成されておりされておりされておりされており、、、、現実現実現実現実のののの

施策施策施策施策のののの実施実施実施実施にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、福祉事務所及福祉事務所及福祉事務所及福祉事務所及びびびび協議会職員協議会職員協議会職員協議会職員がそのがそのがそのがその活動活動活動活動をををを担担担担っていたものとっていたものとっていたものとっていたものと考考考考ええええ

られますられますられますられます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、福祉事務所及福祉事務所及福祉事務所及福祉事務所及びびびび協議会協議会協議会協議会のののの職員職員職員職員によるによるによるによる募金活動募金活動募金活動募金活動やややや福祉事務所職員福祉事務所職員福祉事務所職員福祉事務所職員

によるによるによるによる慰問金等慰問金等慰問金等慰問金等のののの配布配布配布配布についてはについてはについてはについては、、、、福祉事務所及福祉事務所及福祉事務所及福祉事務所及びびびび協議会協議会協議会協議会のののの本来本来本来本来のののの事務事務事務事務ではなくではなくではなくではなく、、、、運動運動運動運動

協会事務局協会事務局協会事務局協会事務局のののの事務事務事務事務であったとであったとであったとであったと解解解解されますされますされますされます。。。。    

からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金をををを含含含含むすべてのむすべてのむすべてのむすべての給付原資給付原資給付原資給付原資についてについてについてについて、、、、第第第第７７７７のののの１１１１(6)(6)(6)(6)アアアアでででで確認確認確認確認したとおりしたとおりしたとおりしたとおり、、、、

福祉事務所長福祉事務所長福祉事務所長福祉事務所長からからからから運動協会会長運動協会会長運動協会会長運動協会会長あてにあてにあてにあてに払出払出払出払出しししし依頼依頼依頼依頼がありがありがありがあり、、、、あたかもあたかもあたかもあたかも金銭金銭金銭金銭のののの所有権所有権所有権所有権がががが市市市市にににに

移移移移ったかのようなったかのようなったかのようなったかのような印象印象印象印象がががが生生生生じますがじますがじますがじますが、、、、他方他方他方他方、、、、((((ｲｲｲｲ))))及及及及びびびび((((ｳｳｳｳ))))のののの文書文書文書文書においてにおいてにおいてにおいて「「「「厚生課長厚生課長厚生課長厚生課長ともともともとも

協議協議協議協議のののの結果結果結果結果」」」」とととと記載記載記載記載があることがあることがあることがあること、、、、払出払出払出払出しししし先先先先がががが生活保護担当課長生活保護担当課長生活保護担当課長生活保護担当課長であるであるであるである厚生課長厚生課長厚生課長厚生課長となってとなってとなってとなって

いることいることいることいること、、、、福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所がががが運動協会運動協会運動協会運動協会のののの事務局事務局事務局事務局であったことであったことであったことであったこと、、、、((((ｳｳｳｳ))))のののの文書文書文書文書においてはにおいてはにおいてはにおいては職印職印職印職印でででで

はなくはなくはなくはなく私印私印私印私印がががが押印押印押印押印されていることされていることされていることされていること等等等等をををを併併併併せせせせ考考考考えるとえるとえるとえると、、、、これらのこれらのこれらのこれらの書面書面書面書面についてはについてはについてはについては、、、、給付原給付原給付原給付原

資資資資をををを市市市市にににに帰属帰属帰属帰属させようとのさせようとのさせようとのさせようとの主旨主旨主旨主旨のののの書面書面書面書面ではなくではなくではなくではなく、、、、運動運動運動運動協会協会協会協会のののの施策実施施策実施施策実施施策実施にににに必要必要必要必要なななな資金資金資金資金のののの割割割割

振振振振りをりをりをりを運動協会内部運動協会内部運動協会内部運動協会内部でででで決定決定決定決定するするするする必要必要必要必要があるためがあるためがあるためがあるため作成作成作成作成されたされたされたされた書面書面書面書面にすぎないとにすぎないとにすぎないとにすぎないと考考考考えざるえざるえざるえざる

をををを得得得得ませんませんませんません。。。。    

以上以上以上以上のことからのことからのことからのことから、、、、慰問金等慰問金等慰問金等慰問金等のののの配付配付配付配付のためにのためにのためにのために福祉事務所職員福祉事務所職員福祉事務所職員福祉事務所職員がががが取取取取りりりり扱扱扱扱っていたっていたっていたっていた金銭金銭金銭金銭はははは、、、、

運動協会運動協会運動協会運動協会にににに属属属属するするするする金銭金銭金銭金銭をををを、、、、配付配付配付配付がががが終了終了終了終了するまでのするまでのするまでのするまでの間間間間、、、、生活保護担当課長生活保護担当課長生活保護担当課長生活保護担当課長がががが一時的一時的一時的一時的にににに保有保有保有保有

していたしていたしていたしていた金銭金銭金銭金銭、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち準公金準公金準公金準公金であるとであるとであるとであると考考考考えるのがえるのがえるのがえるのが妥当妥当妥当妥当でありでありでありであり、、、、からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金についてについてについてについて

はははは、、、、貸付貸付貸付貸付であるためであるためであるためであるため、、、、そのそのそのその保有期間保有期間保有期間保有期間がががが長期長期長期長期にわたっているもののそのにわたっているもののそのにわたっているもののそのにわたっているもののその性格性格性格性格はははは変変変変わらないわらないわらないわらない

ものとものとものとものと考考考考えますえますえますえます。。。。    

（（（（2222））））平成平成平成平成４４４４年度年度年度年度にににに運動協会運動協会運動協会運動協会がががが廃止廃止廃止廃止されたされたされたされた理由理由理由理由についてはについてはについてはについては、、、、市及市及市及市及びびびび協議協議協議協議会関係職員会関係職員会関係職員会関係職員からからからから第第第第７７７７

のののの１１１１(1)(1)(1)(1)※※※※2222記載記載記載記載のとおりののとおりののとおりののとおりの説明説明説明説明をををを受受受受けましたがけましたがけましたがけましたが、、、、昭和昭和昭和昭和３５３５３５３５年年年年のののの発足以来発足以来発足以来発足以来のののの募金活動募金活動募金活動募金活動がががが、、、、

共同募金会共同募金会共同募金会共同募金会のののの組織拡大組織拡大組織拡大組織拡大とともにとともにとともにとともに法律法律法律法律とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性がががが問問問問われることとなりわれることとなりわれることとなりわれることとなり、、、、そのそのそのその活動活動活動活動をををを停止停止停止停止

せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないことになったものとないことになったものとないことになったものとないことになったものと考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。    

運動協会運動協会運動協会運動協会がががが廃止廃止廃止廃止されされされされ、、、、市市市市がががが積極的積極的積極的積極的にににに関与関与関与関与していたしていたしていたしていた当該協会当該協会当該協会当該協会がががが募金活動募金活動募金活動募金活動をををを行行行行わなくなっわなくなっわなくなっわなくなっ

たことによりたことによりたことによりたことにより、、、、共同募金会以外共同募金会以外共同募金会以外共同募金会以外のののの者者者者はははは共同募金事業共同募金事業共同募金事業共同募金事業をををを行行行行ってはならないってはならないってはならないってはならない、、、、とととと定定定定めためためためた社会社会社会社会

福祉事業法第福祉事業法第福祉事業法第福祉事業法第７２７２７２７２条第条第条第条第３３３３項項項項（（（（現行社会福祉法第現行社会福祉法第現行社会福祉法第現行社会福祉法第１１３１１３１１３１１３条第条第条第条第３３３３項項項項））））のののの規定規定規定規定にににに抵触抵触抵触抵触するおそするおそするおそするおそ

れはれはれはれは解消解消解消解消されたもののされたもののされたもののされたものの、、、、運動協会廃止後運動協会廃止後運動協会廃止後運動協会廃止後はははは、、、、協議会協議会協議会協議会はははは兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県共同募金会宝塚支部共同募金会宝塚支部共同募金会宝塚支部共同募金会宝塚支部としてとしてとしてとして

のののの活動活動活動活動のみをのみをのみをのみを行行行行うこととなりうこととなりうこととなりうこととなり、、、、そのそのそのその配分配分配分配分についてについてについてについて国又国又国又国又はははは地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体をををを除外除外除外除外するするするする社会福社会福社会福社会福

祉事業法第祉事業法第祉事業法第祉事業法第７１７１７１７１条条条条（（（（現行社会福祉法第現行社会福祉法第現行社会福祉法第現行社会福祉法第１１２１１２１１２１１２条条条条））））のののの規定規定規定規定のののの適用適用適用適用をををを直接受直接受直接受直接受けるけるけるける事態事態事態事態となりとなりとなりとなり

ましたましたましたました。。。。    
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第第第第 7777 のののの 1111（（（（6666））））アアアアのののの表表表表にみるとおりにみるとおりにみるとおりにみるとおり、、、、協議会協議会協議会協議会はははは、、、、兵庫県共同募金会宝塚支部兵庫県共同募金会宝塚支部兵庫県共同募金会宝塚支部兵庫県共同募金会宝塚支部としてのとしてのとしてのとしての立立立立

場場場場でででで、、、、順次順次順次順次、、、、福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所をををを通通通通じてのじてのじてのじての生活保護者生活保護者生活保護者生活保護者にににに対対対対するするするする各種給付各種給付各種給付各種給付のののの実施実施実施実施にににに要要要要するするするする資金資金資金資金へへへへ

のののの地域歳末地域歳末地域歳末地域歳末たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい募金募金募金募金のののの充当充当充当充当をををを縮小縮小縮小縮小してしてしてして、、、、平成平成平成平成１６１６１６１６年度以降年度以降年度以降年度以降はははは、、、、からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金のみのみのみのみ

がががが福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所へのへのへのへの資金移動資金移動資金移動資金移動としてとしてとしてとして残残残残されていますされていますされていますされています。。。。    

からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金によるによるによるによる被保護者等被保護者等被保護者等被保護者等へのへのへのへの貸付貸付貸付貸付はははは、、、、必要度必要度必要度必要度のののの高高高高いいいい代替性代替性代替性代替性のないのないのないのない制度制度制度制度でありでありでありであり、、、、

第第第第７７７７のののの２２２２(5)(5)(5)(5)でででで確認確認確認確認したとおりしたとおりしたとおりしたとおり、、、、現在現在現在現在においてもにおいてもにおいてもにおいても社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会やややや市市市市がががが実施実施実施実施しているしているしているしている県県県県

下自治体下自治体下自治体下自治体がががが多数多数多数多数ありますありますありますあります。。。。    

このこのこのこの資金移動資金移動資金移動資金移動についてについてについてについて、、、、協議会関係職員協議会関係職員協議会関係職員協議会関係職員からからからから「「「「募金主体募金主体募金主体募金主体がががが変変変変わりわりわりわり、、、、主旨主旨主旨主旨がががが変更変更変更変更されたされたされたされた

ことからことからことからことから被保護世帯被保護世帯被保護世帯被保護世帯にににに対対対対するするするする法外援助法外援助法外援助法外援助のののの払出払出払出払出しはしはしはしは順次順次順次順次なくなりなくなりなくなりなくなり、、、、からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金へのへのへのへの払出払出払出払出

しのみがしのみがしのみがしのみが残残残残っていたっていたっていたっていた。。。。認識認識認識認識としてはとしてはとしてはとしては、、、、移行前移行前移行前移行前とととと同様同様同様同様にににに基金原資基金原資基金原資基金原資へのへのへのへの補填助成補填助成補填助成補填助成というというというという認識認識認識認識

であるであるであるである。」。」。」。」旨旨旨旨のののの説明説明説明説明をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。    

確確確確かにかにかにかに、、、、第第第第７７７７のののの１１１１(6)(6)(6)(6)イイイイでででで確認確認確認確認したとおりしたとおりしたとおりしたとおり、、、、このこのこのこの時点時点時点時点でのからたちでのからたちでのからたちでのからたち基金基金基金基金についてもについてもについてもについても福福福福

祉事務所長祉事務所長祉事務所長祉事務所長からからからから協議会理事長協議会理事長協議会理事長協議会理事長あてにあてにあてにあてに払出払出払出払出しししし依頼依頼依頼依頼がされておりがされておりがされておりがされており、、、、またまたまたまた、、、、協議会協議会協議会協議会のののの決算上決算上決算上決算上はははは

事業支出事業支出事業支出事業支出とされとされとされとされ、、、、協議会協議会協議会協議会としてはからたちとしてはからたちとしてはからたちとしてはからたち基金基金基金基金へのへのへのへの補填補填補填補填のためののためののためののための助成金助成金助成金助成金であるとのであるとのであるとのであるとの認識認識認識認識

ですがですがですがですが、、、、(1)(1)(1)(1)でででで述述述述べたこのべたこのべたこのべたこの基金基金基金基金のののの沿革上沿革上沿革上沿革上のののの位置付位置付位置付位置付けをけをけをけを考慮考慮考慮考慮しししし、、、、社会福祉法社会福祉法社会福祉法社会福祉法にににに適合適合適合適合させよさせよさせよさせよ

うとすればうとすればうとすればうとすれば、、、、運動協会運動協会運動協会運動協会というというというという別団体別団体別団体別団体のののの事務局事務局事務局事務局というというというという立場立場立場立場ではないもののではないもののではないもののではないものの、、、、事務分掌事務分掌事務分掌事務分掌でででで定定定定

まったまったまったまった市市市市のののの組織組織組織組織としてのとしてのとしてのとしての福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所としてではなくとしてではなくとしてではなくとしてではなく、、、、貸付貸付貸付貸付のためにのためにのためにのために福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所のののの生活保生活保生活保生活保

護担当課長護担当課長護担当課長護担当課長がががが一時的一時的一時的一時的にににに保有保有保有保有するするするする金銭金銭金銭金銭、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち準公金準公金準公金準公金であるとであるとであるとであると解解解解すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと考考考考えますえますえますえます。。。。    

    更更更更にににに、、、、仮仮仮仮にからたちにからたちにからたちにからたち基金基金基金基金がががが市市市市のののの所有所有所有所有にににに属属属属するするするする金銭金銭金銭金銭、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち公金公金公金公金であるであるであるであるというというというという前提前提前提前提にににに

立立立立てばてばてばてば､､､､貸付貸付貸付貸付はははは､､､､市市市市のののの事業事業事業事業ということになりますがということになりますがということになりますがということになりますが、、、、市市市市のののの事業事業事業事業であればであればであればであれば、、、、わずかわずかわずかわずか 2222～～～～3333 百百百百

万円万円万円万円のののの資金資金資金資金をををを外部外部外部外部のののの団体団体団体団体からからからから調達調達調達調達するということはするということはするということはするということは非常非常非常非常にににに考考考考えにくいところですえにくいところですえにくいところですえにくいところです。。。。またまたまたまた、、、、

調達調達調達調達されたされたされたされた資金資金資金資金がががが市市市市のののの歳入歳入歳入歳入であるとすればであるとすればであるとすればであるとすれば、、、、負担金負担金負担金負担金、、、、補助金又補助金又補助金又補助金又はははは寄附金寄附金寄附金寄附金のいずれかとのいずれかとのいずれかとのいずれかと考考考考

えられますがえられますがえられますがえられますが、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても公金公金公金公金たるたるたるたる収入金収入金収入金収入金のののの管理管理管理管理をををを生活保護担当課長生活保護担当課長生活保護担当課長生活保護担当課長 1111 人人人人にににに行行行行わせわせわせわせ

ることはることはることはることは考考考考えられませんえられませんえられませんえられません。。。。またまたまたまた、、、、いずれのいずれのいずれのいずれの収入収入収入収入であってもであってもであってもであっても現場現場現場現場のののの長長長長のののの文書文書文書文書でやりとりすでやりとりすでやりとりすでやりとりす

るはずがありませんるはずがありませんるはずがありませんるはずがありません。。。。これらはこれらはこれらはこれらは､､､､準公金準公金準公金準公金というというというという観念上観念上観念上観念上のものからくるのものからくるのものからくるのものからくる行為行為行為行為であってであってであってであって、、、、到到到到

底公金底公金底公金底公金のののの取扱取扱取扱取扱いではありませんいではありませんいではありませんいではありません。。。。またまたまたまた、、、、協議会協議会協議会協議会にににに対対対対してしてしてして資金資金資金資金のののの供給供給供給供給をををを受受受受けているけているけているけている額額額額はははは、、、、

第第第第７７７７のののの２２２２(4)(4)(4)(4)エエエエ((((ｲｲｲｲ))))でででで確認確認確認確認したとおりしたとおりしたとおりしたとおり、、、、返済不能分返済不能分返済不能分返済不能分とととと一致一致一致一致（（（（平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度はははは返済不能分返済不能分返済不能分返済不能分のののの

方方方方がががが 7,7507,7507,7507,750 円多円多円多円多いいいい。）。）。）。）しておりしておりしておりしており、、、、それはそれはそれはそれは、、、、そのそのそのその返済不能分返済不能分返済不能分返済不能分がががが協議会協議会協議会協議会のののの負担負担負担負担にににに属属属属するものするものするものするもの

というというというという考考考考えによるものであるとみられますえによるものであるとみられますえによるものであるとみられますえによるものであるとみられます。。。。寄附金寄附金寄附金寄附金であったとすればであったとすればであったとすればであったとすれば、、、、精算報告精算報告精算報告精算報告をををを協議協議協議協議

会会会会にににに対対対対してしてしてして行行行行うこともうこともうこともうことも必要必要必要必要ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。このようにこのようにこのようにこのように考考考考えるとえるとえるとえると、、、、貸付事業自体貸付事業自体貸付事業自体貸付事業自体がががが、、、、協協協協

議会議会議会議会のののの事業事業事業事業であるとみるほうがであるとみるほうがであるとみるほうがであるとみるほうが自然自然自然自然ともいえますともいえますともいえますともいえます。。。。    

このようなこのようなこのようなこのような側面側面側面側面からもからもからもからも、、、、貸付貸付貸付貸付のののの原資原資原資原資はははは準公金準公金準公金準公金とみるほうがとみるほうがとみるほうがとみるほうが､､､､合理的合理的合理的合理的でありでありでありであり､､､､社会福祉法社会福祉法社会福祉法社会福祉法

のののの理念理念理念理念にもにもにもにも適適適適っっっっているものとているものとているものとているものと考考考考えますえますえますえます。。。。    
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以上以上以上以上、、、、(1)(1)(1)(1)及及及及びびびび(2)(2)(2)(2)のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成３３３３年度以前年度以前年度以前年度以前もももも平成平成平成平成４４４４年度年度年度年度

以降以降以降以降もももも準公金準公金準公金準公金とととと解解解解すべきでありすべきでありすべきでありすべきであり、、、、歳計現金歳計現金歳計現金歳計現金ではないためではないためではないためではないため、、、、総計予算主義総計予算主義総計予算主義総計予算主義のののの適用適用適用適用はははは受受受受けなけなけなけな

いものといものといものといものと判断判断判断判断しますしますしますします。。。。    

    

２２２２    出納事務出納事務出納事務出納事務のののの正確性等正確性等正確性等正確性等についてについてについてについて    

準公金準公金準公金準公金であってもであってもであってもであっても市職員市職員市職員市職員がががが取取取取りりりり扱扱扱扱うううう以上以上以上以上、、、、そのそのそのその取扱取扱取扱取扱いがいがいがいが適正適正適正適正にににに行行行行われることのわれることのわれることのわれることの重要性重要性重要性重要性

がががが認識認識認識認識されされされされ、、、、近時近時近時近時、、、、そのそのそのその取扱取扱取扱取扱いにいにいにいに係係係係るるるる訓令訓令訓令訓令、、、、要綱等要綱等要綱等要綱等をををを制定制定制定制定しているしているしているしている団体団体団体団体がががが漸増漸増漸増漸増しておりしておりしておりしており、、、、

本市本市本市本市においてもにおいてもにおいてもにおいても学校事務徴収金学校事務徴収金学校事務徴収金学校事務徴収金のののの取扱取扱取扱取扱いについていについていについていについて、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日にににに宝塚市立学校宝塚市立学校宝塚市立学校宝塚市立学校

園徴収金取扱要綱園徴収金取扱要綱園徴収金取扱要綱園徴収金取扱要綱をををを制定制定制定制定していますしていますしていますしています。。。。    

このようなこのようなこのようなこのような観点観点観点観点からからからから、、、、からたちからたちからたちからたち基金基金基金基金によるによるによるによる貸付事務貸付事務貸付事務貸付事務のののの内容内容内容内容をををを検討検討検討検討するとするとするとすると、、、、第第第第７７７７のののの２２２２(4)(4)(4)(4)

でででで確認確認確認確認したとおりしたとおりしたとおりしたとおり、、、、確認確認確認確認したしたしたした書類書類書類書類のののの範囲内範囲内範囲内範囲内においてにおいてにおいてにおいて横領等市職員横領等市職員横領等市職員横領等市職員によるによるによるによる不正行為不正行為不正行為不正行為がなかがなかがなかがなか

ったことはもちろんったことはもちろんったことはもちろんったことはもちろん、、、、過去過去過去過去からからからから返済不能分返済不能分返済不能分返済不能分としてとしてとしてとして処理処理処理処理されたされたされたされた金銭金銭金銭金銭のののの貸付貸付貸付貸付のうちのうちのうちのうち受領書等受領書等受領書等受領書等

がががが保存保存保存保存されていないされていないされていないされていない部分部分部分部分についてはについてはについてはについては不正行為不正行為不正行為不正行為がなかったことをがなかったことをがなかったことをがなかったことを明明明明らかにすることはできらかにすることはできらかにすることはできらかにすることはでき

ないもののないもののないもののないものの、、、、現行現行現行現行のののの事務処理過程事務処理過程事務処理過程事務処理過程からからからから推定推定推定推定してしてしてして、、、、不正行為不正行為不正行為不正行為がががが行行行行われたことはなかったもわれたことはなかったもわれたことはなかったもわれたことはなかったも

のとのとのとのと考考考考えますえますえますえます。。。。    

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、事務処理事務処理事務処理事務処理についてはについてはについてはについては、（、（、（、（1111））））貸付基準及貸付基準及貸付基準及貸付基準及びびびび返済基準返済基準返済基準返済基準がががが明確明確明確明確でないことでないことでないことでないこと、（、（、（、（2222））））

時点時点時点時点時点時点時点時点のののの貸付残高貸付残高貸付残高貸付残高のののの全体全体全体全体をををを直直直直ちにちにちにちに把握把握把握把握できるできるできるできる仕組仕組仕組仕組みとなっていないことみとなっていないことみとなっていないことみとなっていないこと、（、（、（、（3333））））受領書受領書受領書受領書

等等等等のののの文書文書文書文書のののの保存年限保存年限保存年限保存年限をををを定定定定めていないことめていないことめていないことめていないこと等等等等、、、、法令法令法令法令、、、、条例条例条例条例、、、、規則等規則等規則等規則等のののの適用適用適用適用をををを受受受受けるけるけるける市市市市のののの本本本本

来来来来のののの事務事務事務事務にににに比比比比べてべてべてべて精緻精緻精緻精緻さをさをさをさを欠欠欠欠くくくく面面面面があったことはがあったことはがあったことはがあったことは否否否否めませんめませんめませんめません。。。。    

 

第第第第９９９９    市長市長市長市長にににに対対対対するするするする意見意見意見意見・・・・要望要望要望要望    

被保護者等被保護者等被保護者等被保護者等へのつなぎへのつなぎへのつなぎへのつなぎ資金貸付資金貸付資金貸付資金貸付についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその公益性公益性公益性公益性からからからから市市市市がががが公金公金公金公金をををを投入投入投入投入してしてしてして行行行行うこうこうこうこ

とがとがとがとが妥当妥当妥当妥当であるとであるとであるとであると判断判断判断判断されされされされ、、、、平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度からはからはからはからは貸付金及貸付金及貸付金及貸付金及びそのびそのびそのびその返済金返済金返済金返済金をををを歳入歳出予算歳入歳出予算歳入歳出予算歳入歳出予算にににに

計上計上計上計上することとされましたすることとされましたすることとされましたすることとされました。。。。今後今後今後今後はははは、、、、正真正銘正真正銘正真正銘正真正銘のののの公金公金公金公金としてとしてとしてとして、、、、貸付基準等貸付基準等貸付基準等貸付基準等をををを整備整備整備整備しししし、、、、法令法令法令法令、、、、

市市市市のののの財務規則等財務規則等財務規則等財務規則等にににに則則則則ったったったった取扱取扱取扱取扱いをいをいをいを行行行行いいいい、、、、公金公金公金公金がががが適適適適正正正正かつかつかつかつ有効有効有効有効にににに活用活用活用活用されるようにされるようにされるようにされるように事務処理事務処理事務処理事務処理

をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

またまたまたまた、、、、現在福祉事務所現在福祉事務所現在福祉事務所現在福祉事務所がががが保管保管保管保管しているしているしているしている金銭金銭金銭金銭についてはについてはについてはについては、、、、協議会協議会協議会協議会がががが有効活用有効活用有効活用有効活用をををを図図図図るとのこるとのこるとのこるとのこ

とですがとですがとですがとですが、、、、市市市市はははは、、、、平成平成平成平成２４２４２４２４年度以降年度以降年度以降年度以降もからたちもからたちもからたちもからたち基金基金基金基金によるによるによるによる貸付金貸付金貸付金貸付金にににに係係係係るるるる返済金返済金返済金返済金をををを収受収受収受収受しなしなしなしな

ければならずければならずければならずければならず、、、、新新新新たにたにたにたに行行行行うこととなったうこととなったうこととなったうこととなった事務事務事務事務とととと分別分別分別分別してしてしてして事務処理事務処理事務処理事務処理するするするする必要必要必要必要がありがありがありがあり、、、、このこのこのこの返返返返

済金済金済金済金のののの取扱取扱取扱取扱いについてもいについてもいについてもいについても遺漏遺漏遺漏遺漏なきをなきをなきをなきを期期期期することがすることがすることがすることが望望望望まれますまれますまれますまれます。。。。    

    

    

    

    


