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狭 監 発 第 ３ ２ 号 

平 成２５年７ 月１日 

 

 

 様 

 

 

狭山市監査委員  増 田 万 吉 

 

 

 

狭山市監査委員  田 村 秀 二 

 

 

 

狭山市職員措置請求書について（通知） 

 

平成２５年５月１３日付けで提出された地方自治法（以下「法」という。）第    

２４２条第１項の規定による監査請求について、請求内容を監査した結果を下記のと

おり通知します。 

 

記 

 

第１ 請求の内容 

本件措置請求の内容は、次のとおりであった。（以下、原文のまま掲載） 

 

１ 請求の要旨 

（１）地方自治法（以下法という）第２４１条では基金の規定を定めており、同第

２項では目的に応じた確実かつ効率的な運用、同第４項では基金運用から生ず

る収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に

計上しなければならない。と定め、さらに第８項では基金の管理及び処分に関
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し必要な事項は条例で定めなければならないとしている。 

（２）この規程に基づき狭山市は狭山市土地開発基金条例を定めており、条例第４

条（管理）では、基金に関する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有

利な方法により保管しなければならない。第６条では基金の運用から生ずる収

益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。している。 

（３）狭山市は、長年にわたって狭山市土地開発公社（以下公社という）に公有地

取得元金及び利子に相当する公金を貸し付けてきたが、公社の借入申込書によ

ると返済方法及び財源は市に売却後一括返済とし、狭山市はその利息を法第４

項に基づく歳入歳出予算には計上してこなかった。 

（４）狭山市公金管理基準の第３条１項では「施行令、法第２４１条第２項の規定

により、指定金融機関その他の確実な金融機関にへの預金その他の最も確実か

つ有利な方法によって保管及び管理しなければならない。」と定めており、第

２項（２）では「流動性をもって保管及び管理しなければならない。」として

いる。 

（５）さらに同第１８条の基金の運用で、第８条の公金を保管及び管理に関する金

融商品について定めているが、これ以外の運用は定めていない。 

（６）すなわち、狭山市は狭山市土地開発基金条例第４条のその他最も確実有利な

方法としてをもって土地開発公社に貸付を行っていることは条例の拡大解釈

であり、最も確実で有利な方法で保管したことにはならず、公社に対する貸付

は狭山市公金管理基準の流動性をもって保管及び管理しなければならない。に

も反している。 

（７）また、狭山市は公社に対し、「公有地の拡大の推進に関する法律」（以下公拡

法という）に基づき、事業用地の先行取得のために業務委託契約を締結してい

る。この契約書第６条には事業の完了及び経費の支払い期日を定めており、こ

の期日に支払いができない場合は、協議することとしているが、この文書は存

在しない。 

（８）公社が先行取得した土地は平成４年に取得したものを始め、保有しているす

べてが買い戻し時期を１０年以上も経過しており、公社が買取に要した費用を

長期に渡って繰り延べることは、公社の健全な運営や狭山市の財政運営の観点

からも不適切である。 

（９）これらの怠る事実とともに、前述（１）のとおり基金運用から生ずる収益及
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び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しな

ければならない。という法の規定にもかかわらず計上していないことや、前述

（２）狭山市土地開発基金条例による第４条基金に関する現金は、金融機関へ

の預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。に違反し

狭山市公金管理基準の第３条２項（２）の「流動性をもって保管及び管理しな

ければならない。」に明らかに違反をしている。 

（10）これまで述べた通り、基金の一部を元金及び利息を公社に貸付けて買い戻し

を繰延べているのは、公社の運営経費と利息など本来不要な経費を支出するこ

とになり、法第２条１４項及び第１６項に違反し、同第 17 項においてその行

為は無効となる。 

監査委員は平成２３・２４年度に於ける狭山市土地開発基金の運用及び貸付

について再監査を行い、土地開発公社に狭山市が貸し付けている現金を直ちに

全額回収することを求めるとともに、先行取得用地の買い戻し期限以降に基金

から貸し付けた元金、利息及び公社の経費について違法不当な支出として認定

し、２３・２４年度分について貸し付けた元金以外の費用を狭山市長仲川幸成

に請求することを求める。 

 

 ２ 事実を証する書面（写し） 

（１）地方自治法 抜粋 第２４１条第４款 基金 

（２）狭山市土地開発基金条例 

(３) 狭山市公金管理基準 

(４) 土地開発基金の貸付について起案書  

(５) 平成２３年度土地開発基金運用状況調書 

 

３ 請求人 

  住所  

氏名  

 

第２ 請求の受理 

本件措置請求については、法第２４２条の規定による所定の要件を具備してい

るものと認め、これを受理した。 
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第３ 監査対象部局  

総合政策部 財政課 

総務部 財産管理課 

   会計課 

 

第４ 請求人の証拠の提出及び陳述 

請求人に対して法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２５年６月３日に証

拠の提出及び陳述の機会を与えた。 

請求人の陳述書は、次のとおりであった。（以下、原文のまま掲載） 

   今回の監査請求は、長年の間狭山市は地方自治法第２４１条第４項の基金運用

から生ずる運用益等を歳入歳出予算に計上及び、同条第５項の毎会計年度でその

運用状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、

第２３３条第５項の書類と併せて議会に提出しなければならない。という規定の

確認を怠り、土地開発基金を狭山市土地開発公社に貸し付けた。 

   狭山市公金管理基準では、第２条の定義の中で公金は基金も該当するとしてお

り、土地開発基金もこの基準に則って運用されなければならない。同第３条では

公金の保管及び管理の原則を定め、「指定金融機関その他の確実な金融機関への預

金その他最も確実かつ有利な方法によって保管及び管理しなければならない。」と

規定され、第２項（２）では流動性の確保、（３）では効率性の確保も定めている。

が、これらは、全く守られていないに等しい。 

 今まで狭山市が公社に貸し付けた公金の貸付け利息の定めは、事実証明書４の

添付資料のとおり、埼玉りそな銀行のホームページから預金金利情報を取得した

１年スーパー定期の税引き後の利率によって公社に対する貸付利率としているが、

他の金融機関の利率調査を怠っており、条例第３条の基金の確実かつ効率的な運

用、第５条のその他最も確実有利な方法による保管とはならない。 

 また、基準第１４条の運用先の決定には第５条第１項各号及び第２項に該当す

る金融機関で、かつ公金を借り入れている金融機関の中から選定した金融機関に

より、運用金額に対する利率の競争入札を行い、最高の利率を提示した金融機関

を運用先に決定するものとする。と規定され、金融機関以外に対する預金、貸付

等の定めはなく、公社に貸し付けることは許されない。 

 もし、公社が他の金融機関からの借り入れをした場合、その利息は基金からの

貸付利率よりもはるかに高額な利率になり、買戻しの際、狭山市の負担が増大す

る結果となることから、条例第３条の確実かつ効率的な運用、第４条のその他最

も確実有利な方法として公社に貸し付けができるという解釈で実施したものと推
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察するが、これは条例の拡大解釈であり、行政執行上許されるものではない。 

   むしろ、狭山市は公社と業務委託契約の第６条に明記した買戻しの期日に買い

戻す額の基金残高があり、狭山市は買戻しを怠ったことや、期間延長の協議文書

を交わさずに公社に基金から貸付を行ったことは、法第２条第１６項の法令に違

反してその事務を処理してはならない。及び第１４項の最少の経費で最大の効果

を挙げるようにしなければならない。に抵触している。 

 これは同条第１７項により無効であり、公社に貸し付けた現金及び発生した事

務経費、利息等の公金負担は違法不当である。 

 同法第１９９条に監査委員の職務権限の第３項では、監査委員は、第１項又は

前項の規定による監査をするにあたっては、当該普通地方公共団体の財務に関す

る事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定

する事務の執行が第２条第１４項及び第１５項の規定の趣旨にのっとってなされ

ているかどうかに、特に、意を用いなければならない。と規定している。また、

同第８項では監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭

を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その

他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

とされ、同第９項では監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを公

表しなければならないとしている。 

監査委員は狭山市に対し、早急に再度監査を行うとともに公金の損害について

精査した上で、当事者に返還を求める措置を請求するとともに、監査の結果に関

する報告を公表することを求める。 

   なお、陳述内容は、次のとおりであった。 

基金の運用に対する監査はその運用の状況を示す書類を付して監査委員に提出

しなければならないとしているが、今まで出されていないのではないか。平成の

はじめか昭和から公社への基金の貸付が続いている状況は、自治法からみれば違

法な行為であることがわかる。決算の時期や予算の委員会の時に、議会できちっ

と精査されるべきものがされていなかったのではないか。 

私は監査請求をして却下されたものを裁判することが目的ではない。監査請求

で違法不当な行為が見つかった場合に、それを是正してもらいたい。その是正を

早急にさせることを目的として監査請求している。前回の監査請求では裁判で約

２年かかったが、結果として条例改正していれば違法性が解消されるということ

がわかった。監査請求がされた段階で条例改正していれば、高額な弁護士費用な

どは必要なかった。 

 だから、監査請求されたもので問題がある場合はきちっと指摘をして、訴訟に

ならないような監査結果を出してもらいたい。 
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第５ 関係職員の調査 

平成２５年６月３日に関係職員の出席を求め実施した。 

 

第６ 監査の結果 

１ 結論 

本件措置請求のうち平成２３年度に係る請求は、要件を欠いて不適法であり、こ

れを却下し、平成２４年度以降に係る土地開発基金の貸付金の全額回収及び貸し付

けた元金以外の費用を市長に請求することを求めるとの主張には理由がなく、措置

の必要は認められないため、棄却する。 

 

２ 理由 

（１）本件措置請求に係る事実関係の概要 

市は、「公有地の拡大の推進に関する法律」（以下「公拡法」という。）に基づ

き、市に代わって土地を先行取得する狭山市土地開発公社（以下「公社」とい

う。）を全額出資し、昭和４９年６月２７日に設立している。 

    なお、公社の主な業務は市の要請により、公共施設や道路建設などの公共事

業用地を買い上げ、管理し、処分することである。 

    また、市は、公社が、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のた

め必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図る

ため、土地開発基金を昭和４４年１２月２７日に設置している。 

    土地開発基金には、預金と貸付金の二つの区分けがあり、預金については、

基金の額を 5,000 万円としてスタートし、市より土地開発基金への積立及び積

立金の運用益により平成２３年度決算の預金残高は 757,014,774円であった。 

預金で運用した利息は、毎会計年度において、土地開発基金運用収入益金と

して歳入予算に、また、土地開発基金運用益金繰出金を歳出予算に計上してい

る。平成２４年度では、それぞれ 904,551 円を歳入歳出予算計上し、基金に積

み立てをしている。これに伴い、平成２４年度決算の預金残高は 757,919,325

円となっていた。 

    貸付金については、狭山市土地開発基金条例（以下「条例」という。）によ

り、土地開発基金の設置目的を達成するため、土地の先行取得に要する行為に

係るものとされている。また、貸付けにあたっては、条例を基に土地開発基金 

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%85%AC%E5%85%B1%E4%BA%8B%E6%A5%AD/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%85%AC%E5%85%B1%E4%BA%8B%E6%A5%AD/
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の貸付けについての決裁をとり、昭和５５年９月から実施している状況であ

った。 

    貸付金の使途は、公社が保有している土地の取得にあたり、その民間借入金

定期支払利息費用及び民間借入金借り換えに伴う償還元利費用であった。 

    現在の貸付金に対する用地は、入曽駅西口自転車駐車場用地及び市道幹第９

号線道路改良工事用地、菅原富士見台線事業用地及び代替地、狭山市駅上諏訪

線道路整備用地の４事業用地である。それに対する土地開発基金から公社への

貸付けは、平成４年９月１０日の協和埼玉銀行からの入曽駅西口自転車駐車場

用地購入資金借入れに伴う利息資金に対する貸付けに始まり、今までに２４３

件の貸付けを実施し、平成２４年度末現在高は、1,321,391,847 円となってい

る。 

これらの貸付金の償還期限等は借用証書により貸付後 1 年とし、償還方法は

一括返済としている。ただし、一括返済できない場合は借用証書の規定により、

自動更新を行うこととなっている。これにより、全ての貸付金は平成２４年度

及び２５年度に自動更新を行っていた。なお、貸付利率については、各年度末

の 1年物の定期預金の利率に０．８を乗じた計算で決定している。 

市が公社と取り交わした業務委託契約書の事業に要した経費の支払い期限は、

入曽駅西口自転車駐車場用地は平成７年６月３０日、市道幹第９号線道路改良

工事用地は平成９年６月３０日、菅原富士見台線事業用地及び代替地は平成 

１６年２月２８日並びに狭山市駅上諏訪線道路整備用地は平成１６年２月２８

日としている。しかし、市はそれらの期限が過ぎても用地の買い戻しをしてい

ない状況であった。 

公社は、平成２４年度分の借入金利息 264,161円、公社経費 499,299円を決

算へ計上しているものの、借入証書の規定により返済は一括としているため、

貸付金の運用から生じる利息収益及び公社経費は、市が公社所有の用地の買い

戻しを行わない限り、発生しない状況であった。 

  

（２） 監査委員の判断 

市では、基金の取扱い等について、法第２４１条の規定、各基金関係条例及

び狭山市公金運用管理基準（以下「基準」という。）に基づき事務を執行してい

る。中でも、詳細にその取扱い等が明記されているのが基準であり、第１条で
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は公金の適正な保管及び運用の明確化並びに安全性の確保をその趣旨として規

定しており、基金についても、歳計現金や歳入歳出外現金と同様に公金と定義

されている。請求人は、平成２３年度及び平成２４年度の土地開発基金から公

社への貸付けの違法性等について、土地開発基金の運用による収益及び経費の

歳入歳出予算への不計上について、基準に反した土地開発基金に属する現金の

保管等について並びに公社からの買戻しの遅延による本来不要な経費等の支出

について主張しているので、以下のとおり検証した。 

ア 監査の対象となる年度について 

     土地開発基金の運用及び貸付けについては、１年ごとの契約であることか

ら、平成２３年度分に係るものは、その行為が終了して既に１年を経過して

いるため、法第２４２条第２項の規定により措置請求の対象とすることはで

きないものと判断した。 

   イ 請求人の主張する事項の検証 

（ア）土地開発基金から公社への貸付けの違法性等について 

    土地開発基金から公社への貸付けについては、請求人の推察のとおり、

条例第３条における設置の目的に沿って行っているものであり、無利子で

の貸借ではないため運用と考えられ、直ちに違法又は不当であると判断す

ることはできない。 

       ただし、貸付利率については、市況を考慮し、決定しているようである

が、その拠り所が過去からの慣例によるものであるため明確性に欠けるこ

と、及び基金の運用については、条例、規則及び規程等により透明性を持

ったルールを備えることが必要であると思料するところである。 

（イ）土地開発基金の運用による収益及び経費の歳入歳出予算への不計上につ

いて 

直近の土地開発基金に係る預金部分の収益については、平成２４年度決

算ベースで預金部分 757,919,325円に対し、金利 904,551円を一般会計歳

入の１７款財産収入に計上したことが確認できた。 

一方、貸付金部分の利息については、市と公社が取り交わした借用証書

において一括償還としていることから、実体としての現金の出入りが無い

こととなるため、一般会計歳入歳出予算への計上は不可能である。当該利

息は、過去における買戻し事案と同様に、市の買戻し時の一般会計歳入歳
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出予算に計上し、元金と併せ公社に支払われることとなっているため、そ

れ自体不当な行為でなく、借用証書に基づく処理であり、現金主義の会計

制度のもとでは違法性は無いものと判断した。 

（ウ）基準に反した土地開発基金に属する現金の保管等について 

現金の保管等における最も確実有利な方法については、市中銀行からの

貸付けと土地開発基金からの貸付を比較した場合、買い戻しを行う場合の

費用総額は土地開発基金からの貸付けの方が返済総額は少なく、確実有利

であることは明らかである。公社自体、公拡法に基づき、市が１００パー

セント出資して設立した法人であるため、市と公社が別組織であるとは言

っても、両者は一体の関係であり、公拡法第２５条で市が公社の債務保証

ができる旨の規定があること、及び仮に市が土地開発基金をもって市中銀

行並みの金利により公社に貸付けを行ったとしても、最終的にその負担は

市が負うことになることからすれば、最も確実であると判断できるもので

ある。  

また、平成２４年度以降の土地開発基金を含む市の基金（下水道整備事

業基金を除く。）に関する保管及び管理の状況を確認したところ、以下の

とおりであった。 

・平成２４年６月２０日～９月１８日 国庫短期証券での運用 額面 

３５億円 

・平成２４年９月２０日～１２月１７日 国庫短期証券での運用 額面

３５億円 

・平成２４年１２月１８日～３月１８日 定期預金での運用 ２３億５千

万円 

この状況からすれば、金融商品の市況、公金の保管等に係る安全性及び

財源として充当する時期を考慮し、国庫短期証券や定期預金による運用を

行っており、流動性に意を払っていることも推察できるため、このように

保管及び管理することに違法性を言及する蓋然性はないと判断した。 

（エ）公社からの買い戻しの遅延による本来不要な経費等の支出について 

  平成２４年度以降は土地の買戻しは行われておらず、公金の支出はなか

ったものの、公社からの土地の買戻しの遅延により、本来不要な公社の運

営経費と利息を支出するとの主張については、販売費等の経費においては、
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用地費を基準に算出された定額の事務費から支出されていることから、買

戻し時の支払額に影響はなく、買戻しの遅延により市に損失が生じること

はないものである。また、買戻し時に支払う利息分については、市が公社

へ貸し付けている貸付金の利息分と同額であることから、支払い利息と受

け取り利息は同額となり、これも市に損失を与えるものではないものであ

る。したがって、買戻しが遅延したことによる公金の不要な支出は発生し

ないことから、請求人の主張は理由がないと判断するものである。 

 

よって、土地開発基金の運用及び貸付けについては、条例等の定めに基

づき、事務の執行がされていることからこれを違法又は不当と判断すべき

事項はなく、市への損害はないものと判断した。 

      以上のことから「１ 結論」のとおり判断する。 

 

 

 


