
小布施町職員措置請求に係る監査結果 

 

[請求内容の概略] 

小布施町長は、平成 18 年度予算で計上してあった「小布施景観モデル住宅基本計画

策定委託料」を、平成 19 年３月 30 日に平成 19 年度に繰り越すことを専決処分した。

これは、平成 19 年５月８日の臨時議会で承認されたが、議会への説明なき専決処分に

みられる繰越措置は、町長が議会や住民の権利を尊重している態度とは思えない。ま

た、景観行政の推進は「町景観形成基準」に沿って住宅事業を進めれば良いのである

から、「小布施景観モデル住宅基本計画策定委託料」の繰越措置の取消しを請求する。 

 

[Ⅰ] [請求の要旨] 

１．住民監査請求の目的 

  地方自治法第 242 条第１項に基づいて、平成 18 年予算期間内に執行されなかった

「小布施景観モデル住宅基本計画策定委託料」の平成 19 年度への繰越明許措置に対し、

その取消しを求めるもの。 

 

２．請求者 

 住所  小布施町大字福原 26 番地  

 職業  会社役員 

 氏名  今井重人 

  

 住所  小布施町大字小布施 718 番地 1 

 職業  会社役員 

 氏名  関谷彰二 

 

 住所  小布施町大字小布施 2452 番地 

 職業  自営業 

 氏名  小林暢雄 

 

３．請求の趣旨 

  本件は、昨年 12 月長野地裁に「町有財産貸付差止め請求事件」の訴えを起こされて

いる行政予算であり、この裁判が町長の不正な手続きを糾す住民訴訟であることはご

案内の通り。 



  本件は、市村町長が平成 17 年 12 月議会で、「景観条例制定を機会にハウスメーカー

に小布施に合った住宅を造らせたい」との私案で走り出し、平成 18 年 11 月 10 日「小

布施町職員措置請求に基づく勧告」が小布施町監査委員から出された。その３日後の

11 月 13 日市村良三・小布施町長は住宅生産振興財団と「基本協定書」を結んだが、

こうした入札行為も経ない住民無視の取り繕い手法が上記の「差止め裁判」を招いた

要因でもある。 

  提訴された後、平成 18 年度末に本件予算の 19 年度への繰越措置が、専決処分によ

って議会選挙準備期間中になされ、本年度５月８日の臨時会で承認された。 

  本年６月 15 日の定例議会においてこの「委託料繰越問題」を議会で質問された際、

市村町長は「監査請求があったので執行には至らなかった」と理由を述べ「住宅生産

振興財団からは構想が示されているだけで、基本計画の委託はしておらず、計画案は

ない」と答弁している。本件は、「委託料」が議決されただけで、基本計画も明らかに

されないまま、実際には東町当該町有地での整地作業を完了させており、その工事を

住宅生産振興財団が発注するという、誠に不可解な事態が起きている。 

  また市村町長は６月議会で質問への答弁で「裁判の和解内容によっては、基本計 

 画策定委託の必要性も変化する」と述べているが、こうした市村町長の裁量次第で予

算執行が取り扱われるのは、公有財産の処分を性格とする本事業では馴染まず、議会

への説明無き専決処分に見られる繰越措置も、市村町長が議会や住民の権利を尊重し

ている態度とは到底思えないものである。 

現在、基本計画が無い段階でも本件東町町有地の整地は完成しており、販売方式も

「売り建て方式」での共通認識が裁判過程で醸成されてきている状況を踏まえるなら

ば、徒に「基本計画委託料発注」に拘る事はないと判断する。 

百歩譲って景観行政の推進には、「町景観形成基準」に沿って住宅事業を進めれば良

いのであり、財団に拘れば「最初から財団との癒着ありき」の印象を深めるだけであ

るので、本件予算の本年度への繰越は取り消すことが必要と考える。 

付言すれば、地方自治法第 96 条の趣旨を踏まえ、６月５日に請求人三名が所属する

「小布施町を愛する会」が小布施町議会に意見交換会を提案したが、６月 28 日には事

実上の拒否回答が示された。こうした議会の「不作為」が本住民監査請求の動機にな

ったことは併せて述べて置きたい。 

                           平成１９年７月３日 

以上、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。 

 

 小布施町監査委員  殿 



[Ⅱ] 提出された事実証明書 （各項目それぞれ別紙添付） 

１．住民票 

２．訴状（平成 18 年 12 月４日 「町有財産差止め請求事件」） 

３．平成 18 年度小布施町一般会計補正予算（第６号） 

４．和解案骨子 

５．町議会議員との意見交換会について（回答） 

 

 [Ⅲ] 監査の実施状況 

（１）請求書類の検査と受理通知書の発送手続き 

   実施日時 平成 19 年７月４日（水）15:00~17:00 

   実施場所 庁舎 3 階 議会控室 

   出席者名 高見澤光雄代表監査委員、関谷明生監査委員、久保田監査委員事務局長 

以上の出席があり、 

1．請求人の資格要件 

2．誰にいかなる行為を求めているか、主題の検証 

3．求めている行為は財務会計上の案件か 

4．請求期間は遵守されているか 

5．証拠書類は充分揃っているか 

6．様式、形式に不備はないか 

以上の各項目について、審査を為した結果、各要件は充足されており、問題点は

なく、申請人に対し７月３日付で受理する旨の受理通知書と請求人の陳述日の設定

及び出席依頼文並びに「小布施町職員措置請求受理通知の受領書」及び「請求人代

表届」の発送手続きを行った。 

 

（２）請求人の意見陳述の実施 

   実施日時 平成 19 年７月 20 日（金）14:00~14:20 

実施場所 庁舎 3 階 議会控室 

出席者名 請求人代表 今井重人   請求人 関谷彰二、小林暢雄 

    高見澤光雄代表監査委員、関谷明生監査委員、久保田監査委員事務局長 

以上の出席があり、監査委員としての本件監査に係る監査の基本姿勢を述べ、

請求文について資料に基づき説明と意見陳述を求めた。その内容は、添付の「住

民監査請求（小布施町職員措置請求）の請求人の陳述録」（資料○1 ）のとおりであ

る。 



  要約すると 

① 昨年９月の住民監査請求に引き続いて、今回監査を請求することになったが、

これも町を想えばこそである。請求の内容について改めてつけ加えることや、

新たな証拠書類はない。公正・無私な立場で判断をお願いする。 

② 今回の請求に当たり一冊の本を参考にした。本は最新の「議員必携」であり、

この中の専決処分や繰越明許費の項を参考にしたことを、監査委員の事務が少

しでも省ければと思い、参考までに申し上げる。 

 

（３）町当局「地域創生部門」の意見陳述の実施 

実施日時 平成 19 年 7 月 27 日（金）17:00~18:30 

実施場所 庁舎３階 議会控室 

出席者名 八代良一地域創生部門総括参事、山崎博雄地域整備グループリーダー 

      高見澤光雄代表監査委員、関谷明生監査委員、久保田監査委員事務局長 

以上の出席があり、７月３日付で景観モデル住宅に係る繰越明許費に関して住

民監査請求が行われたことと、７月 20 日（金）に請求人の陳述があったこと、お

よびその概要を説明し、担当職員としての請求に対する考え、また、小布施景観

モデル住宅事業に係る住民訴訟に関する和解の状況について陳述の聴取を行った。

なお、説明の際は、別紙の資料の提出もあった。その内容は添付の「住民監査請

求（小布施町職員措置請求）職員の陳述録」（資料②）のとおりである。 

要約すると 

   ① 平成 18 年度に予算計上してあった小布施景観モデル住宅基本計画策定委託

料の平成 19 年度への繰り越しについては、繰越明許費として町財務規則に従い

手続きを行っている。具体的には平成 19 年３月 30 日に繰越措置及び専決処分

を行っている。平成 19 年５月８日の町議会臨時会で報告をして承認を受けてい

る。さらに、６月議会定例会には繰越明許費繰越計算書の報告を行った。以上

のように財務規則や地方自治法施行令の法令に従い、適法に事務を行った。 

   ② 小布施景観モデル住宅基本計画は、５区画全体の住空間をプランしていくも

のであり、このためには、５区画にどのような住宅が建つかが前提となる。平

成 19 年３月５日に３月議会が開会し、翌日３月６日の裁判の際に和解勧告がな

され、和解に向けての話し合いを３月中に２回持った。和解案をまとめるべく

住宅メーカー等とも調整を進めたが、２回目の 27 日に和解案を提示するに至ら

なかった。しかし、和解に向けて協議を進めることを原告も了解した。そこで、

和解の成立の上で事業を進める方向付けができたので、策定委託料について繰



越措置とすることを３月 30 日に決定した。日程的に議会を開会することも難し

いと判断し、策定委託料の繰り越しについて同日専決処分した。 

   ③ １月に第 1 回目の裁判があり、第２回目の３月６日に裁判官から和解勧告が

なされ、今日まで和解に向けて協議を続けている。最近では、７月 19 日に和解

の話し合いを行った。当初の５区画全てメーカー住宅の建て売りということか

ら、まず土地購入者を募集し、２区画はメーカー、２区画は在来業者、１区画

はフリー（土地購入者の選択）とし、全体の住空間のプランは町が行っていく

ことを条件として和解案を提案している。しかし、原告は、環境デザイン協力

基準等があるのだから、プランの策定は不要であり、メーカー住宅を選ぶか、

在来工法を選ぶかは５区画すべてフリーとするべきとしている状況である。 

  

[提出資料] （各項目それぞれ添付資料） 

１．繰越明許費繰越承認申請書及び決裁文 

２．繰越明許費繰越決定通知書及び決裁文 

３．平成 18 年度一般会計補正予算（第６号）の専決についての決裁文 

４．平成 19 年５月第 1 回小布施町議会臨時会議案と補正予算書 

５．繰越明許費繰越計算書及び決裁文（５月 20 日付） 

６．平成 18 年度小布施町一般会計繰越明許費繰越計算書及び決裁文（５月 31 

日付） 

７．議会報告第１号（平成 18 年度小布施町一般会計繰越明許費繰越計算書、平

成 18 年度小布施町介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書及び平成 18 年

度下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について） 

８．地方自治法、同法施行令及び小布施町財務規則（抜粋） 

９．口頭弁論及び和解の話し合いの経過（概要） 

 

 

以上、監査請求に係る事実証明書、意見陳述聴取の内容と提出資料、専決処分及び繰

越明許費に係る自治法や財務規則上の規定、判例や実例を参考に監査を実施した。以下

に監査結果を述べることにする。 

 

 

 

 



 [Ⅳ] 監査結果 

 １．法律上の規定 

   繰越明許費及び専決処分の法律上の規定は次のとおりである。 

  （１） 繰越明許費について 

    地方公共団体の予算は、地方自治法第 208 条の規定により、当該会計年度にお

ける歳出は、その年度の歳入をもって充てるとされ、翌年度に繰り越して使用す

ることができないのが原則である。しかし、執行を予定していた事業が、財源が

あるにもかかわらず、天候の都合とか、起債の許可が遅れたとか、突発的な事故

によって事業の実施が遅れ、年度内に事業が執行することが困難な場合には、地

方自治法第 213 条の規定により、財源を繰り越して翌年度にわたって事業を実施

することができる。この翌年度に繰り越して使用することができる経費を、繰越

明許費という。 

 

  （２） 専決処分について 

    町長と議会の関係を調整する一つの手段として、町長の専決処分がある。専決 

   処分とは議会の権限に属する事項について、町長が議会に代わって意思決定を行

う行為である。つまり専決処分をすれば、議会が議決したのと全く同じ法律効果

が発生する。 

この専決処分は２つの場合があり、その１つは地方自治法（以下「法」という。）

第 179 条の規定によるもの、もう１つは議会の委任によるものである。法第 179

条の要旨は、議会において議決すべき事項又は決定すべき事項に関して、必要な

議決又は決定が得られない場合の補充的手段として、当該地方公共団体の長に専

決処分の権限を認めたものである。 

地方公共団体の長が専決処分できる場合は、第 1 項で規定された次の４つの場

合である。 

① 議会が成立しないとき。 

② 法第 113 条ただし書きの場合において、なお議会を開くことができないとき。 

③ 地方公共団体の長が、議会の議決すべき事件について、特に緊急を要するた

めに、議会を召集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。 

④ 議会が議決すべき事件を議決しないとき。 

 

 

 



２．判 断 

  （１） 繰越措置の適法性について 

     小布施景観モデル住宅基本計画策定委託料 100 万円は、平成 18 年度当初予

算において議会で承認されているもので、諸般の情勢（住民監査請求、住民訴

訟）の中で事業は一時中断しているが、小布施景観モデル住宅基本計画を策定

委託することは議会で承認された事項であり、存続しているものと判断する。 

よって、平成 18 年度で承認され執行すべき予算ではあるが、住民訴訟が起き

一時的に事業の執行を中断しているもので、諸般の情勢から平成 18 年度中に執

行されなかったことは正当な理由があり、条件が整った段階で執行される事を

前提に、平成 19 年度に繰り越すことについて、法第 213 条の規定の沿ったも

のとして適法性を認めるものである。 

 

  （２） 専決処分の適法性について 

    ① 緊急性について 

本件の繰り越された案件は、事業そのものは継続されているが、住民訴訟が

行われている状況の中で中断し、それが調整された段階で事業が執行されるこ

とを前提に、平成 19 年度へ繰り越したケースである。 

その緊急性についてみてみると、小布施景観モデル住宅基本計画の策定は、

東町町有地５区画に建設する住宅の枠組み（住宅の施工者と施主）が決定しな

ければ委託できないものである。住民訴訟が起きた後、町は原告からの要望も

踏まえ事業を一時中断した。このため、東町５区画に建設する住宅の枠組みも

当然決まらず、基本計画の策定委託は行えなかった。 

こうした中、第１回目口頭弁論が平成 19 年１月 16 日に行われた。そして、

３月６日に開催された２回目の公判の中で、裁判長より和解の勧告があり、双

方が和解について検討することとなった。３月 13 日の１回目の和解の話し合い

では、町側が２案を示したが、原告からは意見・要望が出された。２回目は３

月 27 日に設定されたが、町は原告の要望等を取り入れて幾つかの和解のための

譲歩や基本計画案の修正も考えたが、財団やメーカーとの調整も必要で、時間

的な余裕がなかったことから、27 日に和解案の提示をするには至らなかった。 

しかしながら、和解案を示せなかったものの、原告も町側の次回の話し合い

における和解案の提示を了解し、双方とも和解に向けて今後も話し合いをして

いくこととした。 

 



町は、３月 27 日の話し合いの結果を受け、当初の事業計画が変更になっても、

事業の目的が達成できるのであれば、ある程度譲歩をしても和解を進めること

とし、和解の成立による事業の再開を目指し、小布施景観モデル住宅基本計画

策定委託料の繰越措置を平成 19 年３月 30 日に決定し、同日平成 18 年度一般

会計補正予算として専決処分を行っている。 

     以上から、この専決処分は法第 179 条で規定する地方公共団体の長が「議会

を招集する時間的余裕がないことが明らかである」場合に該当するものと判断

し、その正当性を認めるものである。 

 

  ② 事務処理の正確性について 

     一連の事務処理は、意見陳述聴取の内容と関係書類を確認・照合した結果、

地方自治法及び小布施町財務規則に則り、正確に処理されていることを確認し

た。 

 

以上のとおり、小布施景観モデル住宅基本計画策定委託料を平成 19 年度へ繰り越

し、その繰越措置を専決処分によって行ったことは適法性があると考えられ、小布

施町職員措置請求は理由がないものと判断する。 

                                   

平成１９年８月３１日 

 

小布施町監査委員  高見澤光雄 

小布施町監査委員  関 谷 明 生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


