
第１１回臨時議会平成２５年１１月１５日

私立保育園補助金に係る対応についての報告に対する質疑

発言者：大久保 博市長

本日、市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位には御多用の中を御参集いただ

きまして、まことにありがとうございます。

このたびの私立保育園補助金に関しましては、市民の皆様を初め議員各位に、公金処理

に対する不信を与え、多大な御迷惑と御心配をおかけしておりますことを深くおわび申し上げ

ます。

本日は、私立保育園補助金に関する事務の監査について、平成 25 年 11 月１日に監査委

員から結果が報告されましたので、本件の対応及び今後の方針について報告させていただ

きます。

本市では、保育内容の充実、保育士の労働条件の改善等を目的に、社会福祉法を根拠と

して、市川市社会福祉法人の助成に関する条例、同条例施行規則及び市川市社会福祉法

人の運営費等の助成に関する基準に基づき、私立保育園に対し補助金を交付しております。

本件につきましては、本年４月に、私立保育園２園を運営する社会福祉法人福治会から、こ

ども部保育課に、平成 24 年度分の私立保育園補助金の実績報告書及び平成 25 年度分の

私立保育園補助金の交付申請書が提出され、担当職員が審査したところ、長時間保育運営

費補助金において、長時間保育に携わった勤務時間数と補助金の算定に充てた勤務時間数

とに大幅な違いがあることを確認いたしました。

当該実績報告書の内容について、こども部保育課が法人に確認したところ、基準を上回る

交付請求額に対する補助金が職員の賃金の支払いに充てられていたことが判明したため、

こども部が、当該保育園の運営状況を考慮し、平成 25 年度分の申請内容を変更することを

法人側に指導した上で、平成 24 年度分の補助金額を実績報告書のとおり確定し、補助金を

交付いたしました。

その後、本年８月、本市市議会議員から、こども部に対し、法人への補助金に過大な支出

があると指摘がなされ、市長において本件を把握したことから、同月19日に社会福祉法第56

条第１項に基づく検査を実施したところ、長時間保育運営費補助金の算定に大幅な誤りがあ

る可能性が確認されたため、同月 30 日、本市監査委員に対し、平成 20 年度から平成 24 年

度までの法人が運営する私立保育園２園における補助金の支出が基準にのっとって適正に

なされているかについて、地方自治法第 199 条第６項に基づく監査を要求いたしました。

当該監査の要求に対し、11月１日に監査委員から、交付の適否が判断できなかった一部の

補助金を除き、補助項目ごとに過大支出等を調査した結果、２園５年間の総額で 7,218 万

2,505 円の基準に適合しない過大支出があった旨の結果報告を受けました。

この監査結果を受け、以下の対応及び対応方針をとることといたしましたので報告をいたし



ます。

初めに、過大な支出に係る当該法人への補助金の返還請求に関しましては、手続が整い

次第、２園５年間の合計で、3,323 万 4,108 円を返還請求する予定であります。

その内訳といたしましては、過大支出分として、長時間保育運営費補助金の 3,123 万 3,179

円、非常勤職員設置費補助金の５万 5,000 円、また、基準に定めがないことから監査結果の

過大支出合計額には含まれておりませんでしたが、委託料において支出した額と重複して支

払われていた入所児童処遇特別加算調整分の 203 万 1,440 円を合計した金額から、過少支

出分として布団借上料及び布団乾燥手数料８万 5,511 円を控除した金額となります。

今後、再度、法律上の問題等を十分に精査した上で、返還請求額を確定してまいります。

なお、前述いたしました監査結果の過大支出合計額に含まれていない入所児童処遇特別

加算調整分 203 万 1,440 円を除く返還請求予定額 3,120 万 2,668 円と監査結果の過大支出

合計額 7,218 万 2,505 円との差額 4,097 万 9,837 円は、返還請求しないことといたします。

その理由といたしましては、長時間保育運営費補助金及び非常勤職員設置費補助金につ

いて、保育士資格を有しない職員に対する支出が過大支出とされたものにつきまして、本来

であれば、保育に携わる職員は有資格者が望ましいところでございますが、当該補助金が、

国の保育士配置基準を満たした上で、さらに補助的に配置する職員のための補助金である

こと、人材の確保、保育園の運営等を考慮し、現行の基準を策定した平成 13 年度以前から、

パート保育士や保育士には、保育士資格を有しない者も含まれると広く認識され取り扱われ

てきたこと、また、非常勤職員設置費補助金のうち、基準では月の上限を定めていながら、実

際には年間の上限をもって補助金を支出したとして過大支出とされたものにつきましては、本

補助項目は、年度途中の開園等を想定し、基準において、「月額×補助対象月数」と表記し

ておりましたが、現行の基準を策定した平成 13 年度以前から、補助対象の上限は、月額限

度額に補助対象月数を乗じた年間の合計額であると広く認識され、取り扱われてきたからで

あります。

また、賠償責任保険料において、園の実績報告児童数と実際に保険加入した児童数の乖

離を過大支出とされたものにつきましては、法人は、実際に園児を対象とする賠償保険に加

入しており、市の交付基準を上回る保険料を支払っていたためであります。

このような認識のもとで実務を優先し、基準の整備を怠ってきたことが、このような問題を起

こした１つの要因であると考えております。

次に、本件にかかわった職員の処分等につきましては、11月７日に市川市分限懲戒審査会

に諮問を行い、11 月 13 日に答申を受けましたので、本日９時に処分等を行いました。

処分の内容といたしましては、基準に不適合である補助金の支出であることを把握していな

がら、上司に報告せず、実際の事務処理において、平成 24 年度分の補助金の額を確定した

として、現こども部長を、また、平成 24 年度分補助金の確定額に対して支出命令を行ったと

して、現こども部保育課長をそれぞれ１カ月間給料月額の 10 分の１の減給処分としました。

また、これまで長年にわたり、実際の補助金交付事務と基準の解釈に相違があるまま会計処



理を行ってきたことなどから、平成 20 年度から平成 24 年度までの間、当該事務にかかわっ

た職員 12 名、平成 25 年度に管理監督する立場にあった職員１名の計 13 名に対し訓告を行

いました。

また、あわせて、市の経営責任を担う管理監督責任として、私の本年 12 月分の給料の 100

分の 30、こども部を所管する土屋副市長の同じく 12 月分の給料の 100 分の 20 を減額する

こととし、次の議会に条例改正を提案したいと考えております。

次に、他の保育園への対応につきましては、今回の監査結果を受け、他の保育園において

も同様の支出をしている可能性があることから、平成 20 年度から平成 24 年度までの５年間

において、同じ基準に基づき補助金を交付した保育園全園に対し、今回返還請求を行う補助

項目の範囲で調査を実施することとし、有識者等の第三者を交えた調査委員会を設置したい

と考えております。

なお、調査の結果、過大な請求及び支出が確認できましたら、今回と同様の考え方で返還

請求を行いたいと考えております。

次に、新たな制度への移行につきましては、基準が大変複雑なこと、また用語の定義が曖

昧でわかりにくいことなどから、次年度に向け新たな制度を構築すべく、９月よりプロジェクト

チームを立ち上げ、既に対応に当たっております。

児童福祉法の規定により、保育に必要な経費は、市が支出すべきであることは言うまでも

ありません。

これまで、国の基準を超える保育サービスは、補助制度を用いて私立保育園にその経費を

支出してまいりましたが、今後は、保育を実施するため全ての保育園に必要であると本市が

考える経費は、委託料で支出することとし、保育園側の自発的な意思による固有のサービス

提供のうち、それが保育の実施に有益である場合は、引き続き補助金を支出するなど、実態

に即した制度に改めたいと考えております。

本件は、法人による補助金の過大請求から端を発しましたが、長年にわたり、多くの職員が

かかわりながらも、疑義が生じる解釈のまま、制度を変えずに放置してきたこと、また、重要

事項の報告を怠ったまま会計処理を行うという判断の誤りにより本市の貴重な財源が、過大

に支出されるとともに、問題の解決を大きくおくらせたという重大な事案でありました。

今後の保育サービスに支障が生じないよう、この事案から見出された課題を確実に解消す

るとともに、全庁一丸となって市政の信頼回復に取り組んでまいりますので、御理解と御協力

をお願い申し上げます。

発言者：中村義雄議員

公明党の中村義雄でございます。このたびの私立保育園補助金の過大請求、過大支出等

の問題によって市民からの信頼失墜を招きました。先般の９月定例会において、決算審査特

別委員会では附帯決議が議決され、本会議においても補助金の適正交付に関する決議が議



決されたところであり、市川市議会の総意として、本市が当該問題解決、市民の信頼回復に

全力を尽くすことを強く求めているところであります。

先ほど市長より、平成 25年 11月１日に監査委員より提出された私立保育園補助金の監査

結果の対応について報告がありました。この報告が、果たして市議会の総意に応えているか、

また、市政の信頼回復につながるものなのか明らかにすべく、以下、通告に従いまして質疑

を行ってまいります。

１点目、補助金の返還について。まず、返還請求額について、まだ確定はしていないという

ことでありますけれども、その妥当性について伺います。

次に、国、県からの本市に対する返還請求についての考え方について、長時間保育運営費

補助金における管理費分の補助率について、国３分の１、県３分の１となっていますが、国、

県からの返還について、どのように考えているかお聞きいたします。

発言者：吉光孝一こども部長

補助金の返還請求額及びその積算根拠についてお答えをいたします。

補助金の返還請求額及び積算根拠についてでございますが、今回の監査結果では、適否

の判断が行われなかった一部の補助金を除き、補助金項目ごとに過大支出等を認めた上で

２園の５年間の総額で 7,218万 2,505 円が基準に適合しない過大支出であった、このような報

告がなされたところであります。この中で、返還を求めない項目といたしまして、まず、予備保

育士設置費補助金及び施設運営費保育士調整費補助金につきましては、給与調整費補助

金の算定において控除されているものであり、市に損害が発生しない、こういうことから返還

を求めないということでございます。

次に、長時間保育運営費補助金及び非常勤職員設置費補助金において、保育士資格を有

しない職員に対する支出、これが過大支出となったものでございます。もちろん、本来であれ

ば保育士の資格を持っている方が保育をなさるというのが一番適切であるとは考えますが、

これは、国の保育士の設置基準を満たした上で、さらに補助的に職員を設置する、こういうよ

うな目的の補助金でありますことであるために、保育士さんの人材確保等も非常に難しい、

保育園の日々変わる運営等も考慮し、平成 13 年度以前から、このパート保育士には、保育

士資格を有しない者も含まれると広く市及び保育園側とも共通した認識のもとに補助金の申

請事務がなされていたものでございますので、これも返還を求めないということでございます。

また、非常勤職員設置費補助金のうち、基準では月の上限、これが 18 万 4,000 円でござい

ますが、実際には年間の上限をもって補助金を支出していた、これも過大支出ということでご

ざいますが、これにつきましては、現行の基準を策定した、やはり平成13年度以前から、この

補助の対象の上限は月額限度額に補助対象月数を乗じた年間の合計額であると広く市及び

保育園において共通認識のもとに事務申請がなされておりました。これをやはり保育園のそ

の月によって４月当初、それから月が進んでいくごとに、その運営内容というのも変わってま



いりますので、その辺を柔軟に考えていたということでございます。

そして、また賠償責任保険料におきましては、園の実績報告児童数と実際に保険加入した

児童数の乖離があるということで過大支出となったものでございますが、この保険に関しまし

ては、実際に今いる実数字の園児数を対象として賠償保険に加入しておりまして、そして、そ

の園が支払った額においては、市の交付基準を上回る保険料を払っていたということがあり、

これは返還を求めないということでございます。

これらの補助金につきましては、保育園におきまして全額が保育に使われていた、こういう

ことも確認をしております。市には損害が発生していないという判断も踏まえ、このように判断

したものでございます。

そしてまた、今回、基準に定めがないことから、監査結果の過大支出合計額には含まれて

おりませんが、入所児童処遇特別加算調整分につきましては、毎月の運営費の加算分として

既に委託料で支払われており、これを非常勤職員設置費補助金でも支払ってしまいますと二

重払いということになってしまいますので、その相当額 203 万 1,440 円の返還、これも合わせ

求めるところでございます。

以上の点を考慮した結果、法人側に返還請求を行うことといたしました金額は 3,323 万

4,108 円としたものでございます。今後、再度、法律上の問題等も若干課題が残っております

ので、それを十分精査した上で返還額を確定したいと思っております。

続きまして、国、県の補助金についての返還についてでございますが、今回の返還請求に

伴い、国や県から交付されている補助金についてでございますけれども、これは御質疑者も

おっしゃるとおり長時間保育運営費補助金の中の管理費分、そういうことが対象になると思い

ます。国の補助制度においては延長保育事業として時間数と利用児童数に基づき補助基本

額が決められているものとなっており、この補助基本額と実際に延長保育に要した経費のい

ずれか低い額が支払われております。今回の返還により、市から園に支払う額が国の補助

基準額を下回ることとなった場合は補助金が返還となる可能性がありますので、現在、市の

担当が県の担当者と協議を行っているところでございます。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

今、返還請求額の妥当性について答弁があったわけですけれども、ほとんどこの報告書の

内容とそれほど変わっていないので、本来であればちょっと細かくさらにお聞きしたいところで

ありますけれども、それはそれとして、次に進んでいきたいと思います。この返還請求額の算

定に当たり、整理しなければならないというふうに考えております。それは、事務処理におい

て、何が不適正で、何が違法で、何が不当な支出であるかということであります。まず、当該

要求監査の監査を求める事項を見ますと、支出が補助基準にのっとって適正になされている

かについて監査を求めています。つまり、補助基準にのっとっていない支出を不適正な支出



と指摘して約 7,218 万円を過大支出というふうに指摘しております。次に、市はこの約 7,218

万円よりも少ない 3,323 万 4,108 円を今の時点の返還請求額というふうにしていますけれど

も、このことを簡単に言いますと、不適正ではあるけれども、違法でも不当でもない、このもの

については返還を求めないということであるというふうに認識しています。また、住民によって

は、この市の求める返還請求額について、やっぱり 7,218 万円じゃないのかというような意見

の方もいると思います。市の求める返還請求額を不服として住民監査請求が起こされる可能

性というのはあるというふうに考えております。本市は住民監査請求が起こされる可能性につ

いて、どのように考えるのか伺います。

また、国、県についても、今協議中ということでありますけれども、市に対して返還請求が起

こされる可能性について、市、そして国、県の先ほど申しました違法、また不当な支出に関す

るという、この認識について不整合性が生じることはないのか、このことについて見解を伺い

ます。

発言者：笠原 智総務部長

住民からの訴訟等についての部分についてお答えをいたします。

補助金の返還請求額の算定等については、ただいまこども部長から御答弁申し上げさせて

いただきました。そこで、市が返還を求めなかった部分につきまして住民監査請求が起こされ

る場合、こういった場合も考えられます。また、その監査結果に不服があれば住民訴訟を提

起される、このような場合も考えられるところであります。確かに現行の補助金の交付基準に

文言どおり照らし合わせていきますと、不適切な事務処理があった、このように言われるとこ

ろでございますが、法人に支出した補助金につきましては、先ほど市長からの報告の内容に

もありましたが、実際の取り扱いからすると、違法とまでは判断されないのではないかと現段

階では考えております。そのような考えから返還額も算定してきておりますし、現時点におい

ては社会福祉法人に対して返還を求めない支出済みの補助金について、違法な公金の支出

に該当するものではない、このように認識しておりまして、今後の事務処理をこのように進め

させていただきたいと考えております。

以上でございます。

発言者：吉光孝一こども部長

国、県の補助金につきましては、この件が判明して以来、県の担当者とも十分話をしており

ますので、御質疑者のおっしゃったことも含めてしっかりと話し合っていきたいと思います。

以上です。



発言者：中村義雄議員

この項目についてはまとめに入りますけれども、今、返還請求をしない額については、違法

とまでは判断されないという非常にわかりづらいことであります。この返還請求額について、

監査委員の指摘する不適正な支出額と本市の返還請求額について、この乖離について、や

はり市民は困惑していることであるというふうに考えております。不適正だが違法でなく、不当

でもない。やっぱり市民にはこれは大変わかりづらいものであります。国、県、あえて言えば

当該保育園が持つ見解についても、これは不一致する可能性も十分にあるというふうに考え

ております。これは後ほど質疑しますけれども、やはりクリーンな公金支出の制度になってい

ないということが、このわかりづらさ、市民の信頼失墜を招いている一要素であるということを

強く指摘して、次の項目に移りたいと思います。

２、職員の処分について。先ほど御報告がありましたけれども、その前に10月９日付で関係

職員に対し厳重注意を市は行われております。再発防止を図るためのスピーディーな対応で

あり、このことにつきましては大変高く評価をしているところであります。さて、先ほどの職員

処分にありましたけれども、発生時の担当者を含めまして、この処分の考え方、妥当性につ

いて伺います。

発言者：笠原 智総務部長

職員の処分についてお答えいたします。市長の報告と若干重なる部分がございます。

この職員の処分につきましては、11 月１日に監査委員からの結果報告が提出されまして、

補助金の過大支出について詳細が明らかになりました。そこで、この当該監査結果報告を踏

まえまして、11月７日に市川市職員分限懲戒審査会に職員の処分について諮問をいたしまし

て、11 月 13 日に同審査会から審査結果に関する答申がありました。これを受けまして、本日、

９時から関係する 15 名の職員に対して処分を行ったところであります。処分の内容でありま

すが、平成 24 年度の私立保育園補助金につきまして、補助基準に適合しない補助金の支出

であることを認識していながら、補助金の額を確定し、支出を行っておりますことから、当該支

出を認めたこども部長、そして保育課長の２名につきまして、地方公務員法第 29 条第１項第

１号並びに第２号に該当する者として、１カ月間給料月額の 10 分の１を減給する処分をした

ところであります。この処分につきましては、市川市職員の懲戒処分の指針に照らし合わせ

ますと、減給または戒告とするところでありますけれども、今回の事件の重大さを踏まえまし

て、より重い処分であります減給処分といたしたところでございます。また、監査結果報告に

よって詳細が明らかとなりました平成 20 年度から 24年度までに私立保育園補助金に携わっ

た職員 12 名につきまして、過大支出であると認識はなかったものの、基準に対して不適合な

事務処理であることを長期間にわたり見逃しておりましたが、監査委員の意見におきましても、

補助金支出事務における膨大な量の事務を２名ないし１名の担当者で処理していることから、



申請内容の詳細な確認は現実的には難しかったとの指摘もありました。これらの経緯等を総

合的に勘案した結果、今後の職務の履行において一層の改善、向上に資するため、これらの

職員に対しては文書による訓告をしたところであります。また、平成 25 年度に当該事務処理

を担当する職員を管理監督する立場にあった職員１名につきましても、同様に文書による勧

告を行ったところであります。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。この件につきましては、次の議会に条例改正が提案されるということでありま

すので、そこでこの処分の判断について、どうなのかということをきっちりと議論していくという

ふうに考えております。この件については、これはこれで結構であります。

次の３点目、他の園に対する対応ということでありますけれども、この他 29 園について、ど

のように調査、返還を求めていくのか。先ほどの報告のさらに詳細の部分についてお伺いを

したいというふうに思います。

また、この返還すべき金額についてということですけれども、報告について、返還すべき金

額についても、やはり明確に報告の中に求めるべきだというふうに考えておりますけれども、

そのこともあわせてお伺いいたします。

発言者：笠原 智総務部長

他の保育園への対応についてお答えをいたします。

私立保育園補助金に関しましては、現在２つのプロジェクト、１つは正式なプロジェクト、１つ

は準備会という形で立ち上げさせていただいております。そのうちの１つとして補助金の新制

度を検討するための私立保育園補助金制度検討プロジェクトチームであります。このプロジェ

クトチームは財政部の次長が中心となりまして、財政部、企画部、総務部、こども部より 17 人

を選抜し、平成26年度予算に補助金の制度改正を反映させる、これを目途に活動をしている

ところであります。また、もう１つは、他園の調査をすることを目的とした、これはプロジェクトチ

ームの準備会であります。現在、プロジェクトチームの準備会は、総務部の次長が中心となり

まして、総務部、管財部、情報政策部、福祉部、こども部、保健スポーツ部の６部から 25 名を

選抜し、現行の補助金制度や補助金の範囲、チェック方法等について研修を実施し、準備を

進めているところであります。今後の調査体制といたしましては、第３者である有識者を交え

た調査委員会の設置を予定しているところであります。調査委員会の構成メンバーといたしま

しては、会計士等の学識経験者を考えさせていただいているところであります。今後、第三者

であります有識者の人選を行いまして、調査委員会が結成され次第、直ちに他の私立保育



園の補助金についても調査を開始したいと考えております。

そこで、具体的な調査方法についてでありますが、現在の予定を申し上げますと、調査の対

象期間は、要求監査と同様に平成 20 年度から 24 年度までの５年間を予定しております。ま

た、対象保育園は、要求監査の対象となりました平成 24 年度までに設置された当該基準に

基づき補助金を交付した私立保育園31園から、既に監査を実施いたしました２園を除く29園

を予定しております。調査の範囲は、原則といたしまして、今回、返還請求をする主たる部分

である長時間保育運営費補助金と上限設定がなされております非常勤職員設置費補助金の

２項目に絞って調査をしていきたいと考えております。調査の開始時期は、準備ができ次第、

できる限り早い段階で開始をしていきたいと思います。結果として、過大な請求、また、支出

が確認できた場合には、今回と同様の考え方で返還請求を行ってまいりたいと考えておりま

す。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。１点だけ確認をさせていただきたいんですけれども、これはいつまでに行うの

でしょうか。結果が出るのは、報告をいただくのはいつまでかというのをもう１度確認させてく

ださい。

発言者：笠原 智総務部長

ただいま申し上げましたとおりのスケジュールで流れますと、まず、調査委員会を立ち上げ

るのに、委員の選抜等がありますので、それなりの時間がかかると思いますし、今回、要求

監査で監査委員に行っていただいた監査につきましては、２カ月という期間を要しております。

ただ、調査委員会については、監査委員が監査していただいた主たる部分に絞り込む考えで

ありますので、できるだけ早くと考えておりますが、現段階でいつまでということは、ちょっと申

し上げられない、こういう状況であります。できるだけ早くというふうに考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

もう時間もありませんので、次には移りますけれども、やはり次年度にしっかり反映されるよ

うに考えれば、やっぱり年度内に間に合うようにするのが大切ではないかというふうに考えま

す。また、調査結果のほうが、今回のように監査の結果と実際の返還額に乖離が生じるよう



であると、また、住民監査請求とかの、そういった話にもなってくると思いますので、そこの部

分はしっかりと注意をしていただきたいというふうに思います。

次に移ります。４点目、私立保育園補助金制度の改正について。繰り返しになりますけれど

も、不適正ではあるけれども、違法でも不当でもないから返還請求はしない、こういうわかり

づらい判断をしている。これは、報告にもありますが、制度より実態を優先するという考え方で

あり、やはりこれは不適切であるというふうに考えます。実態に制度を合わせていくことをして

いれば、制度面においては、このような事態は防げたのではないかというふうに考えておりま

す。この制度改正をしてこなかったのは、行政の怠慢と言われても仕方がないというふうに思

います。では、なぜこれまでそれを行ってこなかったのか、その見解を伺います。また、改正

の方向性、内容、期限について、その委託分をふやすということですけれども、例えばこのパ

ーセンテージをどのように考えておられるのか伺います。

発言者：川上親徳財政部長

保育園補助金に係る制度改正に関しての幾つかの御質疑にお答えいたします。

まず、改正する理由でありますが、今回の保育園補助金の過大請求問題につきましては、

近年の保育需要の高まりや待機児童の増加、あるいは職員コンプライアンスの問題、補助金

制度の複雑さなど、さまざまな要因が影響して、このような問題になったというふうに認識して

いるところであります。その中で、対応方針の４つ目でも申し上げておりますが、補助金制度

の複雑さや曖昧さが問題の発生の大きな要因の１つであると考えております。今回の問題点

を踏まえた中で、早急な改善をすべく、新たな制度構築を進めているものでございます。また、

なぜ今まで改正できなかったのかということでありますが、法制度上、保育行政は措置から委

託に移行しているわけでありますが、待機児童が増加する中で、実質的には措置制度と同様

な運用を行わなければならなかったということでありまして、さらに新設園の設置や定員の増

員、長時間保育を初めとした新たな保育サービスの拡大など、保育行政全般が急激に拡大

していく中で、御質疑者御指摘のように抜本的な制度の見直しが必要であったにもかかわら

ず、旧来の補助制度への上乗せで対応を図ってきたのが現状であります。そこで、この事案

を契機といたしまして、抜本的に制度を見直し、より実態に即した簡潔で透明性の高い、また、

円滑に保育園運営ができる支弁制度の確立を目指しているものであります。

制度改正がどのような方向になるかということでありますが、現在、全庁的な取り組みとして

財政課、行財政改革推進課、法務課並びに保育課の新旧担当を集めまして検討プロジェクト

チームを立ち上げ検討しております。検討の基本方針としては、必要な経費は確実に支弁す

る、それから、この制度自体をわかりやすくする、可能な限り事務処理を合理化、簡略化する

という基本方針のもとに進めております。新制度の内容でありますが、今まで国基準と上乗

せ部分は委託料で支出いたしまして、長時間保育や公私格差是正などの保育の質、サービ

スを維持するための経費を補助金で支出してきておりますが、児童福祉法で定めております



保育所運営に関する経費は市が支弁するという基本原則に立ち返りまして、保育園運営に

必要であると認める経費は支出科目を委託料に変更し、保育園側の自発的な意思により実

施する休日保育とか病児病後児保育など固有のサービスを補助金で支出する方向でありま

す。結果として、ほとんどの経費は委託料で支出することになると思います。

最後に、時期ですけれども、これは現行の保育行政を維持していくためにも、できる限り早

急な対応が必要でありますので、早急に結論を出しまして、保育園事業者等への説明も経て、

来年度予算に反映できるように制度改正を急いでいきたいと考えております。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。抜本改正につきましては、他市でも既に行っているところもあるというふうに

承知しておりますので、やはり遅きに失したということを指摘しておきます。また、早急に制度

改正をしていただけるということでありますけれども、保育園事業者におきましては申請が４

月になってきますので、その直前ということであると、やはり大変混乱することもあると考えま

すので、さらに早くやっていただくことが必要だということを指摘して、次の最後の項目に移り

ます。

市民の信頼回復に向けた今後の取り組みについて。監査委員の報告に、「事実確認後の

所管における対応については、市川市全体のコンプライアンスを揺るがす問題となったことか

らも、非常に重く受け止める必要があろう」とあるように、所管内で処理し、上司に相談という

ものが行われませんでした。この場合であれば、また、副市長であったり市長であるかという

ふうに思いますけれども、念のため確認ですけれども、そうしなかった根拠というものを確認

させてください。そして、今後、本件のように部長でおさめるべきではないと考えられるような

重要な判断が必要な場合、上司に相談するといったような事務処理体制の改善と危機管理

体制の再構築や再発防策が必要となると考えますが、見解を伺います。また、議会決議にあ

る職員への教育、綱紀粛正について、いつまでにどのように行っていくのか、市民の信頼回

復に向けた、市政の信頼回復に向けた取り組みについて、市長の御決意を伺いたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

発言者：笠原 智総務部長

初めに、今回の件で上司への報告を怠ったということでありますけれども、この件について

は、地方公務員法第 32 条及び市川市服務規程の法令遵守違反となりますので、今般、懲戒

処分の対象となったものであります。

また、信頼回復の件でありますけれども、今回の不適切な会計処理があった、こういったこ



とについて市民の信頼回復に向けた今後の取り組みにつきましては、やはり適正、公正、効

率的な業務の推進を図るための最も重要な視点は、市民との協働によるまちづくりを確実な

ものとしていくため、公務に携わる職員のコンプライアンスの徹底ではないかと考えておりま

す。そこで、職員に対しましては、具体的な行動指針を示しまして意識改革を進めるよう、現

在そのスタートを切ったところであります。具体的なものを申し上げますと、法令遵守による適

正な業務遂行、服務義務、公務員倫理の徹底、情報の適正管理、交通法規の遵守、信頼さ

れる市民対応、ハラスメントの防止などについてであります。こうした取り組みとあわせまして、

さまざまな機会を捉え、職員のコンプライアンス意識のより一層の向上に努め、全職員が一

丸となって市民の信頼回復を図っていくよう努めてまいりたいと思います。

以上でございます。

発言者：中村義雄議員

わかりました。市長におかれましては、当該問題発覚後、迅速に対応されましたこと、また、

議会に対する誠実な対応につきましては、感謝申し上げます。さらなる市民に信頼される市

川市公金支出の適正化に取り組まれることを強く要望しまして、私の質疑を終わります。あり

がとうございました。


