
  

住民監査請求 監査結果の公表 

 

平成１９年１０月１日に、地方自治法第２４２条第 1 項の規定により、東町第二土

地区画整理組合への補助金の返納請求及び「森の駐車場整備計画」の即時取り止めを

求める住民監査請求があり、小布施町監査委員は同条第４項の規定により監査を実施

しました。 

平成１９年１１月２７日に監査結果を請求人に通知しましたので、同条第４項の規

定により監査結果を公表します。 

 

 

平成１９年１２月 

 

                    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 



小布施町職員措置請求に係る監査結果 

 

[請求内容の概略] 

平成 18 年３月小布施町議会定例会は３月２日より開催され、平成 18 年度予算が議

案として上程された。この予算の中に計上された東町第二土地区画整理組合への委託

料 1,108 万円は、同組合の設立総会が３月 16 日、組合役員の選任や公印の届け出が４

月６日であったことから、組合が設立される前に、組合への委託料が予算計上されて

いることとなり不当と判断せざるを得ない。したがって、委託料から補助金に組み替

えられ、組合へ支出された 536 万円の返納を求める。 

次に、東町第二土地区画整理事業地に建設する森の駐車場は、渋滞解消のためのみ

でなく、むしろ観光・環境施策の面から企画された総額２億 4,000 万円の事業である。

駐車場は、普通車なら 90 台分の駐車スペースがあるところを 45 台分とし、残りは森

として整備をするものであり、駐車場の舗装は通常の４倍の費用をかけて行われるも

のである。しかし、森による緑の確保は緊急課題ではないこと、松村駐車場の有効活

用で渋滞は改善できるとの意見もあること、駐車場整備でのグレードアップは税金の

無駄遣いであることから、直ちに工事を中止するよう求める。 

 

〔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項にもとづき、以下の項目を措置請求する。 

   １．東町第二土地区画整理組合への 536 万円の補助金の返納請求。 

   ２．「森の駐車場整備計画」の即時取り止め請求。 

以上の２項目を求める。 

 

 ２．請求者 

  略 

 

 ３．請求趣旨 

   平成 18 年度予算に盛込まれた東町第二土地区画整理事業と「森の駐車場」整備

計画は、「森の駐車場」計画が当初から東町第二区画整理事業用地の取得を対象とし

て計画されたと判断できるので、これらの事業は因果関係もあり表裏一体のものだ

と考える。 

 



  上記目的の第１項目の趣旨は、次の通りである。 

   平成 16 年７月８日東町第二土地区画整理組合準備会が発足し、直ちに小布施町に

技術援助を申請した。同年７月 21 日に町は技術援助を許可し、当該組合事業の指導

を開始した。平成 18 年１月 16 日準備会は長野県に組合設立申請を行い、同年３月

１日県から許可が下り、同年３月 15 日に東町第二土地区画整理組合設立総会が行わ

れ、土地区画整理法での 小許可員数である７名の組合員で出発した。役員と公印

の届出が行われたのは同年４月６日である。 

   町はこの組合設立を指導する一方、平成 18 年度予算で当該組合に 1,108 万円の委

託料名目の支援を決めるため、同年３月２日より議会を開催し、予算審議に入った

が、先に述べたように、組合設立総会は同年３月 16 日であり、組合役員の選任や公

印が届け出されるのは同年４月６日である。成立を目指している時期の当該組合準

備会に、町が議会に補助金予算を審議させたのは、組合準備会への便宜を図ったも

のと判断せざるを得ない。 

   当該組合準備会を指導した町が、当該組合の発足に際し、あらかじめ支援金が必

要と判断して提供しようとしたのだとすれば、当該組合の経済力、予算不備への疑

念も生じかねず、土地区画整理法第二十一条四項の組合設立許可基準にある、「組合

の能力不足」が問われる可能性もある。 

   当該組合を指導していた町が設立前の組合に便宜を図り、町当初予算に「委託料」

を計上した問題は、その後平成 18 年９月 11 日の町補正予算では、「組合から『工事

の委託料より、補助金に換えて欲しい』旨、の要望があり補助金に組み替えた」と

の 790 万円の補正予算の背景が明らかとなり、しかも補助金執行は、工事完了後に 

出来高支払いで減額され 536 万円が平成 19 年５月に組合に支払われた事から見て

も、組合設立以前の町当初予算での委託料計上は不当なものであったと判断せざる

を得ない。 

   当該組合準備会当時の小布施町長と、当該組合理事長で事業地内に四割近い土地

を有する 大の地権者である人物とは兄弟関係にあり、「本家の兄が理事長の組合に、

弟の町長が便宜を図った」との批判が当該事業地周辺では広がっている。 

   政治倫理を正す意味でも組合への便宜供与は厳に慎むべきであり、これらの理由

から、《東町第二土地区画整理組合へ支払った補助金 536 万円の返納を求める》もの

である。 

  

  目的の第２項目については以下の通りである。 

   町の地方債残高は 109 億円と発表され、交付税措置があるとしても 50 億円近く



は今後も町民の負担で乗り切らざるを得ないと考えるが、財政健全化は未だその途

上にある。 

その上、昨今の４年連続の国民健康保険税の引上げは町民に重く圧し掛かってお

り、「こんな時期に『森の駐車場』整備とは、とんでもない税金の無駄使いだ」との

批判が町中に満ちている。 

   町はこうした批判を無視し、「『森の駐車場』は、町民に潤いを与えるもの」など

と開き直っているが、先の九月議会で町長自ら答弁したように、「森の駐車場」整備

は渋滞解消の必要からのみ生じたものでなく、むしろ観光・環境施策の面から企画

された事が明らかとなっている。 

   上記の東町第二土地区画整理事業地から、普通車 90 台分の駐車スペースに該当す

る 2,940 ㎡の土地を１億６千百万円で取得する計画でありながら、半分の駐車スペ

ース 45 台分に駐車場を圧縮し、残りを「森」として整備する。更にその 45 台分 1,250

㎡の駐車場舗装には、通常の４倍以上の工事費を掛けて「来町者の憩える場所にす

る」、というのが、「森の駐車場」整備事業なのである。本事業総額２億４千万円の

内、町の負担は１億 890 万円であるが、観光収益の恩恵を被らない大半の町民が税

の負担に喘いでいる時期だけに、「１台分、533 万円も掛けた馬鹿げた計画だ」と批

判される計画なのである。 

   町は、「森の駐車場」整備費の県へのグレードアップ請求の根拠に、「町では 150ha 

の緑が失われた」との理由を上げているが、「緑」の減少 150ha の内 75％は、町自

身が公共用地を買い増したことから生じたもので、町自身が反省すべき事柄であっ

て、町の公共用地に緑を増やせば良いことである。ただ長野県の統計資料によれば、

町は「人口１人当りの都市計画面積では県内上位５位」に位置していることから、

「緑」の確保は緊急課題には該当しないことも明らかである。観光誘客目的で高価

な町の中心部に用地を買い、「森」を演出する必要はないのである。 

   町民有志によれば、町の交通渋滞の原因は駐車場不足によるものでは無く、国道

403 号線の交通誘導策に原因があることから、賃貸の松村駐車場の有効活用を更に

検討することで現在の渋滞改善はできる、との意見もある。 

   従って、町有地として購入した「森の駐車場」整備でのグレードアップなどは全

くの税金の無駄使いであり、直ちに工事を中止して「取得した町民財産をいかに有

効に利用すべきか」を町民に諮るべきと考える。 

   百歩譲って考えてみても、平成 16 年春、東町第二土地区画整理事業計画が町に持

ち込まれた同じ時期に、町は当該用地での駐車場計画を打診していたのであるから、

当該用地を先行取得して、整合性のある区画整理計画を推し進めていたなら、「森の



駐車場」整備で取得した平米当たり５万４千円の金額でなく、整理前価格の平米当

たり３万円での用地取得も可能であったのではないか。この場合６割の取得費で「森

の駐車場」整備ができた可能性もあるのだから、町が指導しながらわざわざ高い用

地費を支払ったのは不自然極まりない、と考えられる。 

   こうした疑惑に答える意味でも《『森の駐車場』整備は直ちに中止すべき》ことを

請求するものである。 

 

〔Ⅱ〕 提出された事実証明書（別紙） 

  １．「東町第二土地区画整理組合竣工式」での配布資料 

  ２．平成 19 年８月３日、小布施町から開示された目録 

  「森の駐車場事業の情報公開について」 一式 

３．平成 18 年度「予算に関する説明書（小布施町一般会計補正予算、第２号）」 

                   

 

〔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 10 月２日（火） 午前 10 時～11 時 30 分 

     実施場所 庁舎３階 議会図書室 

     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、チェックを為した結果、各要件は充足されており、

問題点はなく、申請人に対し 10 月１日付で受理する旨の受理通知書と「受領書」

及び「請求人代表届」の発送手続きを行った。 

 

 

 



  ２． 意見陳述の実施 

 

    （１） 請求人 

10 月２日の午後６時 30 分ごろに請求人代表に、請求人の陳述日を 10 月

12 日（金）に設定したので出席が可能か電話で確認したところ、「請求内容

は、提出した小布施町職員措置請求書のとおりであり、改めて話すことはな

い。」旨の返事であったため、請求人の陳述は行わないこととした。 

 

    （２） 小布施町地域創生部門総括参事等 

     実施日時 平成 19 年 10 月 18 日（火） 午前９時～11 時 

     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 

      意見陳述聴取では、まず 10 月１日（月）付で東町第二土地区画整理組合に

対する補助金の返納と森の駐車場の工事取り止めを求める住民監査請求が行

われ、監査委員はこれを受け監査を実施することになったことを説明した。

次に、請求内容に記載された事項の確認や担当職員としての考えについて、

土地区画整理についての説明を求めながら陳述の聴取を行った。その内容は

「住民監査請求（小布施町職員措置請求）職員の陳述録」（資料①）のとおり

であり、概要は次のとおりである。 

      ① 小布施町では、第四次小布施町総合計画における市街地整備の基本施

策の一環として、市街化区域の開発を掲げている。具体的には土地区画

整理事業等を導入し、無秩序な開発を防ぎ、計画的な宅地化、ゆとりあ

る宅地の供給を目指すものである。なお、区画整理によって築造される

道路は事業実施後は一般町民が使用することなどから、平成２年に小布

施町土地区画整理事業助成要綱を策定し、東町、逢瀬、なつめの土地区

画整理事業において、土地区画整理組合に道路等築造費の 30％を補助金

として交付してきている。 

        住民監査請求にある東町第二土地区画整理組合への補助金についても、

過去に実施された土地区画整理組合への補助金と同様に、小布施町土地

区画整理事業助成要綱に基づき支出したものである。 

      ② 東町第二土地区画整理事業については、平成 16 年５月の段階で計画が



始まっていた。駐車場については、平成 17 年３月におぶせ浪漫空間検

討委員会で作成した都市再生モデル調査の報告を受け、第四次町総合計

画後期基本計画の策定に向けた未来の小布施まちづくり討論会や協働の

まちづくり懇話会における住民の意見等を踏まえ、平成 18 年３月策定

の町総合計画後期基本計画における基本施策の一つとしたものである。 

     ③ 町では、景観に配慮した小布施のイメージに沿ったまちづくりを進め

ており、今回の駐車場の整備についても、国の地方道路整備臨時交付金

事業を活用し、補助金の基準の中でのグレードアップを図っている。ま

た、森の駐車場を造った場合、その費用に対する駐車場料金収入や渋滞

緩和の経済効果などの受ける効果を金額換算した比率を示す費用便益費

は、1.0 を超え、1.02 となっている。 

 

     [提示資料] 〔一部添付（複写） 資料②－１～９〕 

      １．第四次小布施町総合計画 

      ２．第四次小布施町総合計画後期基本計画 

      ３．小布施町東町第二土地区画整理事業組合設立認可申請書 

      ４．小布施町東町第二土地区画整理事業補助金の交付について（決裁文） 

 ５．平成 16 年度都市再生モデル調査報告書 

      ６．平成 18 年度「ここに使います 今年の予算！」 

      ７．平成 19 年度「ここに使います 今年の予算！」 

８．森の駐車場用地取得契約書関係綴 

９．森の駐車場情報公開請求関係綴 

     [提出資料] （資料③－１～２） 

      １．小布施町土地区画整理事業助成要綱 

      ２．組合区画整理事業に対する市町村補助根拠 

 

 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示及び提出資料、補助金

交付に係る自治法、規則及び要綱の規定、判例や実例を参考に監査を実施した。以下、

監査結果を述べる。 

 

 

 

 



〔Ⅳ〕 監査結果 

 １．請求に対する結論 

    監査の結果、東町第二土地区画整理組合への補助金の交付及び森の駐車場整備

事業は、地方自治法第 242 条第 1 項に規定する違法若しくは不当な公金の支出、

財産の取得に該当するものとは認められず、請求人の主張には理由がないものと

判断する。 

よって、本件小布施町職員措置請求は、これを棄却する。 

 

 ２．理由 

   以下、判断理由について述べる。（項目ごとに資料添付） 

  （１） 東町第二土地区画整理事業と森の駐車場整備事業の関係について（資料②

－２、②－３、②－５、④－１～４） 

      本件３．請求趣旨では、『「森の駐車場計画」が当初から東町第二区画整理

事業用地の取得を対象として計画された』としている。この点について検証

するため、両事業の経過を次のとおりまとめた。 

 

１ 東町第二土地区画整理組合の設立及び事業に係る経過 

       平成１６年 ４月２９日  「裏町地区」区画整理研究会発足 

             ５月 ６日～ 現況測量実施 

             ７月 ９日  町に準備会届、技術援助申請  

             ７月２１日  町が技術援助決定通知 

            １１月２８日  地区界境界立会実施 

            １２月２５日  地区界測量実施 

       平成１７年 ２月２６日  地区境界点測量観測実施 

             ５月１１日  県への組合設立の下協議 

             ７月２５日  区画整理勉強会の実施（定款・事業計画） 

       平成１８年 １月１６日  組合設立認可申請 

             ３月 １日  組合設立認可 

             ３月 ６日  組合設立認可の公告 

             ３月１５日  東町第二土地区画整理組合第１回総会 

             ４月 ６日  組合役員及び公印の届出、公告 

             ５月３１日  仮換地総会 

             ６月１９日  仮換地の指定  



             ６月２８日  起工式 

       平成１９年 ３月３０日  工事竣工 

             ５月１５日  竣工式 

 

２ 森の駐車場整備事業の経過 

       平成１７年 ３月     小布施浪漫空間検討委員会策定の都市再生 

                    モデル調査の報告（駐車場整備の提言） 

             ７月     協働のまちづくり懇話会始まる。 

            １１月     協働のまちづくり懇話会（第３部会）で森 

                    の駐車場について説明。 

       平成１８年 １月～２月  未来の小布施まちづくり討論会で第四次町 

                    総合計画後期基本計画原案・体系図及び重 

                    点施策・事業（森の駐車場含む。）を説明 

                ３月  第四次町総合計画後期基本計画が策定され、 

                    森の駐車場整備を重点施策の一つとする。 

                ３月  町議会に平成 18 年度予算として森の駐車 

                    場整備事業費１億円が計上され議決される。 

                ４月～ 用地購入等事業遂行 

       平成１９年 ２月 １日  森の駐車場基本構想説明会（公民館講堂） 

             ６月２４日  森の駐車場計画説明会（公民館講堂） 

 

       日程的な検証を行うと、東町第二土地区画整理組合の設立準備会は平成

16 年７月に発足、同年 12 月には地区界測量実施、平成 17 年５月には組合

設立について県との下協議が行われている。そして平成 18 年３月には組合

の設立が認可されている。 

       一方、森の駐車場整備事業は、平成 17 年３月のモデル調査の報告を受け、

同年７月から平成 18 年１月にかけて行われた協働のまちづくり懇話会で

説明がされ、意見・要望等が出されている。そして、同年１月から２月に

かけてコミュニテイ単位で行われた未来の小布施まちづくり討論会におい

て、後期基本計画原案における重点事業の一つとして説明がなされている。 

 こうした経過を踏まえ、平成 18 年３月に策定された第四次町総合計画後

期基本計画では、東町第二土地区画整理事業とあわせて森の駐車場を整備

することとしている。 



       以上から、二つの事業は始まった時期も異なっており、関連を持った事

業として遂行されてきたものではないことは明らかといえる。したがって、

森の駐車場用地は、当初から東町第二土地区画整理事業用地を予定してい

たのではなく、都市再生モデル調査の報告を受け用地の 適地を検討した

結果、東町第二土地区画整理事業用地を購入することになったものである

と解する。 

 

  （２） 東町第二土地区画整理組合の発足と予算措置について（資料②－３、③－

１、④－２） 

      本件請求においては、『組合設立以前の町当初予算での委託料計上は不当な

ものであったと判断せざるを得ない。』とある。 

      東町第二土地区画整理組合は、平成 16 年の組合設立準備会の結成、小布施

町への届出と技術援助申請、平成 17 年の長野県との下協議、平成 18 年３月

１日には県による組合設立の認可、同年３月６日には組合設立の認可が長野

県報で公告され、土地区画整理法に則り事務手続きが行われてきている。 

町は平成 18 年小布施町議会３月定例会において、東町第二土地区画整理組

合への道路整備委託料等 1,108 万２千円を予算計上している。組合への委託

料は、平成 16 年以来進められてきた組合の設立事務に関わってきた町として、

平成 18 年度に事業が執行されることを把握した上での予算措置である。 

予算とは当該年度に予定される支払いを歳出として計上すべきものである。

平成 18 年度において、東町第二土地区画整理事業の執行は明らかに予測され

るものであるから、東町第二土地区画整理組合への委託料の当初予算計上は

問題ないものと判断する。 

また、請求では『組合の能力不足が問われる可能性もある』としている。

土地区画整理法第 21 条では、都道府県知事は、同法第 14 条第１項から第３

項までに規定する組合設立の認可申請があった場合には、次に該当する事実

があると認められるとき以外は、その認可をしなければならないとしている。 

   ① 申請手続きが法令に違反していること 

   ② 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令 

       （事業計画の内容にあっては、前条第３項の規定による都道府県知事の

命令を含む。）に違反していること。 

      ③ 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業に

よって市街地とするのが都市計画において定められた区域が施行地区



に編入されていること。 

      ④ 土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確

に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。 

 

      東町第二土地区画整理組合は平成 18 年３月１日に設立が認可されている。

このことは、長野県知事によって、当該組合設立の認可にあたり、前記④の

「土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施

行するために必要なその他の能力が十分でないこと」に該当する事実はない

とする判断が、平成 18 年３月の町議会における予算審議段階においてはなさ

れていたということになる。 

請求人は能力不足の可能性がある理由として『町が、当該組合の発足に際

し、あらかじめ支援金が必要と判断しようとしたのならば』としているが、

組合への委託料は、小布施町土地区画整理事業助成要綱に基づく道路築造費

（地区内道路）の 30 パーセント相当分、地区外道路整備費相当分及び国土調

査法に基づく調査費用を予算計上したものであり、支援金が必要と判断して

の予算措置でないことは明らかである。 

 

  （３） 補助金の支出の適法性・妥当性について（資料②－４、③－１） 

       本件請求では、『組合への便宜供与は厳に慎むべきであり、これらの理由

から《東町第二土地区画整理組合へ支払った補助金 536 万円の返納を求め

る》ものである。』としている。 

       地方自治法第 232 条の２では、「普通地方公共団体は、その公益上必要が

ある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」としている。ま

た、町では補助金等に係る予算執行の適正化を期すため、小布施町補助金

等交付規則を定めており、この規則に沿い各種補助金等の規程や要綱など

を定めている。 

       町は、平成２年２月１日から小布施町土地区画整理事業助成要綱を施行

し、土地区画整理事業の施行者に対する技術援助又は補助金の交付を行っ

てきている。要綱では、土地区画整理事業の施行者に対し道路築造に要し

た経費の 30 パーセント以内を補助金として交付するものとしている。これ

は施工者が築造する土地区画整理事業地内の道路は、築造後には区画整理

事業地以外の多くの町民も使用することから、その公益性を考慮したもの

である。 



       本件の東町第二区画整理組合への補助金についても、事業に公益性があ

るとして助成要綱に沿って交付したものであり、適法に処理されていると

判断する。 

       また、補助金 536 万 4 千円は、道路築造費に 0.3 を乗じて算出した金額

である。過去実施された土地区画整理事業（東町、逢瀬、なつめ）におい

ても、道路築造費に 0.3 を乗じた補助金を交付しており、金額についても

問題はない。 

   

  （４） 森の駐車場整備事業の計画性と情報公開について（資料②－２、②－５、 

      ②－６、②－７、④－１、④－３、④－４、⑤－１、⑤－２） 

      本件請求においては『「こんな時期に、『森の駐車場』整備とは、とんでも

ない税金の無駄使いだ」との批判が町中に満ちている。』としている。そこで、

事業の計画性と住民への周知・情報公開について検証する。 

      森の駐車場計画は、平成 17 年３月の都市再生モデル調査の報告を受け、協

働のまちづくり懇話会及び小布施町の未来のまちづくり討論会で説明し、意

見・提案を受け、平成 18 年３月に策定された第４次小布施町総合計画後期基

本計画における基本施策の一つとなった。 

      また、平成 18 年度の「ここに使います今年の予算」には、森の駐車場整備

費として、駐車場の用地購入費等が１億円の予算であること、平成 19 年度の

同冊子では、用地購入費 2,600 万円、工事費 7,300 万円等１億円の予算であ

ること、さらに事業は平成 18 年度から 20 年度にわたる３カ年計画であるこ

とが記載されている。このほか、森の駐車場計画について平成 19 年２月１日

と６月 24 日に住民説明会を開催し、同報無線や町報などにより町民への周知

を図り、広く意見・提案等を聞く機会を設けてきている。 

      町議会においては、平成 18 年度及び 19 年度において、それぞれ予算特別

委員会での審議を経て本会議において議決を受けており、本事業は適法に執

行されてきている。 

      なお、第四次総合計画後期基本計画の第１章「生活環境の快適性・安全性」

の重点施策の一つである「１誰にも優しい和みの空間の創立」の中では、そ

こに住む人の視点に立ち、小布施町独自の温もりのある、誰にも優しい和み

の空間を創立するため、歩行者に快適な空間の整備を進めるとともに、わか

り易い道路交通網の確立を目指すために、具体的に次の３点を挙げている。 

      Ⅰ 人に優しい道の整備 



・ 快適な歩行者空間の確保 

・ 町内周遊サイクリングロードの整備 

  Ⅱ 和める小路の整備 

       ・ 里道を活用した楽しく歩ける小路の整備 

      Ⅲ 適正な交通誘導と駐車場の確保 

       ・ スムースな交通ルートの確立と誘導 

       ・ 森の駐車場の整備 

      森の駐車場の整備は、前記のとおりⅢで計画が示され、平成 18 年度から

19 年度にわたり東町第二土地区画整理事業とあわせ、緑豊かな駐車場を整備

し、行楽期の駐車場不足の解消と町を訪れる人とそこに住む人の和みの空間

としての場の提供を目指すものとしている。 

      以上から、森の駐車場整備事業は第四次町総合計画後期基本計画に基づき、 

     情報を広く公開し、住民の意見等を踏まえて進められてきている事業である 

     と解する。 

 

  （５） 土地購入価格について（資料②－８） 

      本件請求の森の駐車場整備事業地の購入は、面積 2,940 平方メートルを１

億 6,000 万円余りで購入するものであり、土地購入価格の妥当性について検

証する。 

      小布施町が東町第二土地区画整理組合及び個人から購入する駐車場用地の

価格は、平方メートル当たり５万 5,000 円である。 

      購入価格は、平成 17 年関東信越国税局の「財産評価基準書路線価図」に記

載の路線価と地価公示・評価における地価公示価格を参考にしている。具体

的には、逢瀬団地、栗ガ丘団地及び中央団地、そして町内国道 403 号沿いの

各々の路線価に対する地価公示価格の割合を算出し、その平均値を本件事業

用地の路線価に乗じて、駐車場用地として取得する土地の平方メートルあた

りの価格を５万５千円とし、組合と協議を行い、 終的に土地購入価格を決

定している。 

      以上にように土地購入価格は、路線価及び地価公示価格を資料として算定

されたものであり、土地購入価格は妥当と判断する。  

      なお、本件請求では、『町は平成 16 年春に、当該用地での駐車場計画を打

診していたのであるから、当該用地を先行取得して、整合性のある区画整理

計画を推し進めていたなら、平米当たり５万４千円の金額でなく３万円で先



行取得できたのではないか』（請求本文一部略）としている。 

町が東町第二土地区画事業地を組合設立準備会へ駐車場用地として打診を

行ったのは、平成 17 年３月の都市再生モデル調査報告書の提出を受けてから

である。一方、区画整理事業は、16 年４月に区画整理研究会が発足、同年７

月には組合設立準備会の届出がなされ、平成 17 年２月には事業予定地の地区

境界点測量観測が実施されて計画はほぼ確定し、同年５月には県との下協議

が行われている。 

      こうした事業の実施状況や、本件区画整理事業にとって も重要な町道 605

号線（大日通り）に通ずる道路が駐車場予定地内に位置していた状況、そし

て駐車場計画については平成 17 年度での計画の提示と住民の意見・要望を踏

まえて平成 18 年度に予算が計上された経過から鑑みて、区画整理後の土地を

購入したことに、財務会計上の問題はなかったものと解する。 

 

  （６） 森の駐車場の整備効果について（資料⑥） 

      本件請求においては、建設予定の森の駐車場が普通車 90 台分のスペースを

45 台分のスペースとし、残りは主に緑としたしたことから、交通渋滞解消な

ど駐車場としての機能を疑問視している。 

      森の駐車場の駐車場としての費用対効果については、町が平成 18 年１月に

策定した平成 17 年度スマートＩＣ社会実験にともなう町内交通分析委託業

務報告書及び同報告書補足資料の中で検証している。その概要は次のとおり

である。 

駐車場整備の費用対効果について、次の２点から検証を行っている。 

① 駐車料金と維持管理との比較 

② 駐車場の整備費及び維持管理費と駐車待時間による時間的損失の削減、

走行時間短縮便益及び駐車料金による増収額の比較 

      まず、①については森の駐車場の年間利用台数を１万 100 台と予測し、駐

車料金は松村駐車場と同じ１台 300 円として、年間 303 万円の料金収入が見

込まれるとしている。また、維持管理費は松村駐車場と同等で済むとして年

間 200 万円であり、収入内で維持管理費は賄えるとしている。 

      ②については、駐車場を整備したことよる駐車待時間による時間的損失の

削減、走行時間短縮便益及び駐車料金による増収の便益額合計を、駐車場の

整備費（用地取得は町財産となるので除く。）と維持管理費の合計額で割って、

駐車場整備による経済的効果の費用に対する割合を算出している。この算定



方法は国土交通省が定める一定の方式に基づくものであり、結果は 1.02 と１

を上回っている。 

      各種データを基礎資料とし算定を行った①と②の結果から、森の駐車場整

備は費用対効果を十分見込んだ上で行われているものと認められる。 

      このほか、森の駐車場の整備は、二酸化炭素の削減、地下水の涵養、路面

温度の低下などの環境効果もあり、さらに「森」という緑の空間の創造によ

る景観的効果が生まれ、花と文化の町小布施にとって、更なる発展に資する

ものと予測され、町の大きな財産として今後活きていくものと期待できる。 

 

  （７） 森の駐車場のグレードアップについて（資料⑦） 

      本件請求においては、通常の４倍以上の工事費を掛け、グレードアップし

た森の駐車場を造ることは税金の無駄遣いであり、直ちに工事を中止すべき

としている。 

      森の駐車場は、町総合計画後期基本計画での位置付けや住民からの意見・

要望を踏まえ、交通渋滞の緩和とともに、町中の宅地化が進み、緑が失われ

ている状況を鑑み、景観を大切にした美しいうるおいのあるまちづくりを念

頭に整備を進めてきている。 

町は、森の駐車場の監修及び基本設計を依頼した東京理科大学まちづくり

研究所から、消滅しつつある緑を大切にし、町並みや自然環境を壊さないこ

とが重要であるとの提言を受けており、小布施らしい駐車場を創出するため

のグレードアップを図っている。 

      具体的項目は、長野県に提出した「地方道路臨時交付金事業に係るグレー

ドアップ等美装化（協議）」によれば、①植栽、②舗装、③建築物、④道路照明

である。植栽面積は駐車場面積 2,940 平方メートルのうちの 1,100 平方メートル

であり、シンボルツリーとしてメタセコイアとケヤキが予定されている。舗装は

緑道の整備でも採用した脱色アスファルト舗装を、そのほか構造物には自然素材

（石等）の使用が予定されている。なお、このグレードアップについて、町は地

方道路整備臨時交付金事業を活用する予定であり、事業費の 55 パーセントは国

からの交付が見込まれている。 

厳しい財政状況下にあっても、まちづくりは継続して進めていくことが大

切であり、緑と色彩や素材にこだわった小布施らしい駐車場の整備、通常単

価の５倍程度までグレードアップが補助対象となる国庫補助金の活用（景観

条例を制定済であること等が補助対象の目安）、起債を財源としない財政健全



化の取組み、そして情報を公開し住民の意見・提言を踏まえて計画を策定し

てきたこと等を総合的に勘案すると、森の駐車場を造ることが税金の無駄遣

いであるとは認められない。 

 

  （８） 判 断 

      以上（1）から（7）のとおり、東町第二土地区画整理組合への補助金の交

付及び森の駐車場整備事業は、地方自治法、町規則及び関係要綱等に則り適

法に執行されており、事務手続きについても情報公開と住民参加に努め適正

に実施されていることから、本件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１１月２７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 

 


