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狭 監 発 第 ３ ６ 号 

平成２９年７月３１日 

 

  

 様 

 

 

狭山市監査委員  中 山 眞 男 

 

 

 

狭山市監査委員  磯 野 和 夫 

 

 

狭山市職員措置請求書について（通知） 

 

平成２９年６月７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 請求の内容等 

１ 請求の内容（職員措置請求書原文のまま掲載） 

はじめに 

平成２８年３月１５日、狭山市は狭山茶農業協同組合(以下茶農協という)が所有

地６７２．５９㎡を１億１８１０万６８０４円で購入する売買契約を行い、平成  

２８年３月２５日に茶農協の請求に応じて土地代金の前金８２６７万４０００円、

物件補償金の内金３５２９万８０００円を支払った。 

この契約の違法性について現在さいたま地裁で係争中であり、その判決も確定さ

れていない状況で、あらたに残金を支払うという、前代未間の行政執行に賠償請求

の加算のため敢えて本請求をおこなうものである。 

１、請求の要旨 

狭山市が公共用地として平成２８年３月１５日に狭山茶業農業協同組合所有地を

期限までに引渡しができないことを承知しながら議会には虚偽の説明をし、補正予

算を上程し、同年３月３１日までに引渡しするとして売買契約して土地代金の一部

８２６７万４０００円２８年３月２５日に支払った。 

さらに平成２９年３月７日に引渡しが完了したとの報告で狭山市は物件移転補償
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金の残金１５１２万８８１２円及び土地に対する土地代金の残金３５４３万   

２８０４円の合計５０５６万１６１６円を平成２９年３月２４日、茶農協に支払っ

たことは違法な支出であり、狭山市長は、支出負担行為の決裁をした小谷野剛市長、

松本晴夫副市長に対し返還を求めるとともに、返還までの利息年５％の割合で請求

せよ。 

２、請求の理由 

平成２８年３月１５日、狭山市は茶農協と同組合所有地の一部である     

６７２．５９㎡を１億１８１０万６８０４円で購入する売買契約を行い、３月３１

日までに引渡しするとして土地代金の前金８２６７万４０００円、物件補償金の内

金３５２９万８０００円を支払った。 

この売買契約が取得に関し、違法な行政執行であったとして現在さいたま地裁で

行政訴訟が継続中である。 

狭山市は、契約直後に引渡し延長の申し出が茶農協からあったとして、翌年３月

７日の引渡し変更契約書を作成し契約した。しかし、裁判でも判明しているが、茶

農協の引渡し延長申し出文書は存在していない。 

これは、議会には年度内に引渡しができないのを議会に偽って説明を行ない、補

正予算を成立させた。狭山市はこの時点で残金は繰越明許に計上することを計画し

ていた。これは、議会との信頼関係を裏切るものであり、民法第９０条に違反する

行為で、この契約は無効となる。 

また、狭山市は契約時に土地の登記を行っており、茶農協とは土地使用貸借を行

っていないにもかかわらず、コインパーキング業者の地代は茶農協に支払われ、お

およそ年間３００万円が茶農協の収入となっている。 

取得した財産の土地登記まで行ないながら、無償で貸し付けると同等の引渡し延

長を黙認することは地方財政法第８条「地方公共団体の財産は、常に良好の状態に

おいてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなけれ

ばならない。」にも違反する違法な事務処理であった。 

さらに、都市計画事業決定もなく、都市施設の計画もないまま、入間小学校の連

絡通路として購入したものの、平成２６年３月の入間小学校跡地利用計画では、連

絡通路と隣接する跡地は、調整池で計画され、移転補償費の支払い根拠が全く不明

であるにもかかわらず、物件移転補償費が総額５０４２万６８１２円が計上され、

これらの総額が平成２９年度末までに支払われている。 

狭山市は、公共用地取得に関する条例は存在せず、資料１の「埼玉県土整備部・

都市整備用地事務取扱要綱」、資料２の「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」

により、公共用地の取得を進めている。 

資料１の要綱第１条ではその趣旨を定め、道路事業、河川事業、ダム砂防事業及

び都市計画事業等(以下事業等という。)のために必要な土地等の取得及びこれに伴

う損失の補償その他これらに関連する事務(以下用地事務という。)の取扱について

は、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。とし、事
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業計画があり、これを推進するためにこの要綱を定めているものである。 

しかしながら狭山市は 

１、この用地の契約時点では茶農協と隣接する入間小学校跡地は調整池とする計画

であっため、道路用地として取得すべき根拠はなかった。 

２、また、この地域について都市計画事業の計画を進めてきたが、●●●市長は都

市計画決定ができず、事業の断念を発表している。これにより同用地は都市計画

事業としての位置づけはなく、埼玉県の同要鋼の適用はできない。 

３、この要綱を適用できないのにもかかわらず、公共用地として取得を損失補償を

支払ったことは、違法な支出となる。 

以上により、狭山市が支払った用地取得残金、移転補償費用残金は法令違反であ

り、狭山市長は、支出命令書を最終決裁した小谷野剛に対し３５４３万２８０４円、

松本晴夫副市長に対し１５１２万８８１２円の返還と返還が完了するまでの利息年

５％の割合で請求せよ。 

 

 ２ 事実証明書 

（１）資料１ 埼玉県土整備部・都市整備部用地事務要綱（抜粋） 

（２）資料２ 公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱（抜粋） 

 （３）資料３ 狭山茶業農業協同組合から提出された公共施設用地取得費の残金の

請求書、物件補償料の残金の請求書及びそれぞれの支出命令書 

 

３ 請求人 

  所在地  

  名 称  

職氏名  

 

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。 

 

第３ 監査対象部局  

   都市建設部都市計画課 

 

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２９年７月５日に証

拠の提出及び陳述の機会を与えた。 

 １ 証拠の提出 

   請求人から提出はなかった。 
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 ２ 陳述内容（枠内は陳述書原文のまま掲載） 

はじめに 

これまで職員措置請求に当たって、道路雨水課の職員が日付を遡って作成し

た虚偽公文書が真正のものであると監査委員は判断し、請求を棄却した。その

後職員が虚偽文書を作成し、監査委員に提出したことを認め、虚偽公文書作成

等の罪で刑事告発された。そして狭山市では当該職員処分をおこなっている。 

別冊さやまの監査請求の職員陳述の際、相手方の見積書は誰が持参したのか

という監査委員な質問に、政策企画課長が「所長の●●さんです。」と虚偽の

答弁をしていたこと、見積りは受注者が持参したことが今回の裁判が進む中で

判明している。 

それは、●●●●に随意契約で見積依頼に際し、２社の見積書が必要である

ことと予定金額を伝え、●●●●の代表●●●●●は自社の見積書とともに相

手方である●●●の白紙の見積書を●●●●●自身が手書きで作成し、職員は

これを受け取っているという内容である。 

請求人は●●●の見積書の筆跡は●●●●●のものであると証拠を示して

請求し、筆跡鑑定を要請したにもかかわらず監査委員は全くこれを無視し、棄

却の監査結果を出したことは監査委員の職務怠慢でもある。 

また、請求人が市議会議員であった平成１９年９月議会一般質問の中で、現

在も塩漬けになっている●●●●●親族所有であった富士見１丁目の土地購

入について土地鑑定書の提示を求めたところ、当時の●●総務部長は「５年経

過しており廃棄した。」と議場で答弁したことが会議録にも残っているが、つ

い先日情報開示請求をしたところ、その鑑定書が存在し公開された。 

このように、狭山市の行政執行は嘘と違法がまかり通っており、これを正す

のは公正な判断を下す監査委員の力に頼る以外はない状況であるが、残念なが

ら狭山市の監査機能は完全に麻痺しているとしかいえない。 

これまで請求人が何度となく監査請求を行い、その結果すべてが棄却され、

行政訴訟に至っているのは一度だけではない。 

監査請求の内容を十分に精査し、監査委員の力を持って正すべきことは正す

方針で監査しなければ行政の腐敗は進み、違法な行政執行がまかり通るように

なることは当然である。 

市民の監査請求に対して「棄却ありき」で監査結果を出すことが当然のごと

く行われていることは地方自治法の監査制度を無視した結果である。 

数年前、条例に定めのない特別職に報酬を支払ってきたことに対し、裁判で

市長が違法な行政執行であるとの判決をうけ、さいたま地裁で１６００万円を

超える返還命令をけたことも、監査委員が法令に照らした適切な判断をしてい

れば、２０００万円弱の弁護士費用の支払いが不要であった。 

請求人は、今回の陳述に当たって再度監査委員の公正な判断を求めるもので



 

 

 5  

ある。 

請求人の陳述 

次は今回裁判所に提出した請求人の準備書面の一部である。 

日本国憲法第１５条第２項では「すべての公務員は全体の奉仕者である。」

と定めている。地方公共団体の首長も公務員の特別職であり、当然その行政運

営は国民に対し平等に、すべてに等しく執行しなければならない。 

平成３年７月１１日、狭山市土地開発公社理事長であり狭山市長の●●●●

は公社職員を以って狭山市水野字松ヶ丘５９７の山林２８２５㎡を都市計画

道路(東京狭山線)の代替地として５人の地権者から承諾を取り付けた。 

これを狭山市に持ちかけたのは元市議会議員であり、当時狭山茶業農業協同

組合の理事長●●●●●氏で、山林所有者である●●●●氏他５名は●●●●

氏、●●●●市長と親戚関係であった。●●市長は後に●●●●内閣発足時に

財務副大臣を務めた人物である。 

この公有地としての山林取得は、相続が発生した●●●救済のために行われ

た違法な公有地の取得であった。 

公拡法では代替用地の先行取得は認めていないが、●●●●市長は狭山市土

地開発公社を使い、名目上地権者に税額控除を受けさせるため違法と承知しな

がら埼玉県の都市計画事業である東京狭山線の代替地としてこの山林を取得。

取得理由は入曽駅東口土地区画整理事業用地として狭山市茶業農業協同組合

の所有地と時期が来たら等価交換するためとした。 

この山林を２億９９４５万円で契約締結して狭山市土地開発公社が取得し、

平成４年６月４日狭山市土地開発公社が処分契約として事務費、借入利息を含

め３億９６８万７１４５円で狭山市に売却。狭山市に名義変更した。 

公有地の先行取得が許されるのは都市計画事業が決定され、実際に事業計画

地内に土地を所有している場合に、売却の意向があれば、公拡法に基づき土地

開発公社が先行取得を行うことができる。 

地権者は、公有地として売却するため地権者一人当たり１５００万円の税額

控除が受けることができる。 

しかしながら、東京狭山線は埼玉県の事業であり、狭山市が代替地を準備す

る必要はなく、当時の●●市長は東京狭山線の代替地を取得したものであると

して虚偽の文書を作成し、地権者５人に税額控除を受けさせていたのである。 

●●●●●市長は訴外茶農協の当時の組合長であつた●●●●氏の長男で

ある。●●市長は平成１９年、狭山市が平成４年、３億９６８万７１４５円で

購入したこの山林を不動産鑑定士●●●●に土地鑑定依頼をした。評価依頼の

目的は公有地払い下げのためである。 

不動産鑑定結果によるとこの山林は２７５０万３００円と購入時の１０％

以下であり、評価依頼の目的は売却のためとしていた。 
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●●市長はこれを母親が長年入院していた●●●●●●●に売却するつも

りであったことは、母親の葬儀のときに会葬御礼の席で自らの口で話していた

内容から容易に推認できた。 

原告が市議会議員であつた平成１９年９月定例会の一般質問でこの山林の

問題点を指摘したところ、売却を断念した。 

平成２０年５月の土地価格等調査依頼書の目的は市有地借地のためとして

いることから売却から賃貸に変更したことは、議会で請求人に指摘されたため

に変更せざるを得なくなったことが明らかである。その結果は鑑定書ではなく

「調査報告書」とし、鑑定士から報告があった。その後この山林は代替地とし

て活用されずに現在、●●●●●●●に駐車場の一部として賃貸されている。 

狭山市は茶農協との間で本件土地引渡しまでに一時使用土地貸借契約を旨

の協議を口頭で行っており、一時使用土地貸借契約を解約する旨の書面が存在

しないことしている。 

狭山市財産規則第３条第２項では、課長は、前項の調査の結果、質権、抵当

権、貸借権その他物上負担があることが判明した場合において、これらを排除

する必要があるときは、当該土地物件の権利者をしてこれらを消滅させるため

の必要な措置を講じなければならない。と規定している。 

当然、被告はコインパーキングについて権利消滅のために文書で申し入れを

行うことや茶農協から権利を消滅させる確約書を取る等必要な措置を講じな

ければならないのは明らかであり、その文書が存在しなければならない。 

平成２８年３月１５日に狭山茶業農業協同組合と締結した土地に関する契

約書の第１条では土地に質権、抵当権、先取特権又は所有権移転等の仮登記が

設定されているときは、当該権利を消滅させ、かつ、土地に物件(甲が、移転

することにつき、権限を有しない物件を除く。)が存するときは、当該物件を

移転するものとする。と定め、第２条には土地の引渡し期限は平成２８年３月

３１日までに引き渡すものとする。とされ、第２項では第１条第１項の権利消

滅、物権移転を定め、第３項では第１条第１項以外の権利の消滅に協力するも

のとする。と定めている。 

しかし、被告は売買契約の土地に建物が存在すること、コインパーキングは

通常通り営業し、引渡し期限までに引渡しが完了できないことを契約当初から

承知の上で契約し、違法に土地代金、物件移転補償費を含め代金１億１７９７

万２０００円の代金を支払った。 

そもそも、３月１５日に契約し、３月３１日に引渡しするというこの契約は、

契約時点で建物の取り壊し、整地、コインパーキングの土地返還が２週間で完

了できる見込みは全くなく、頭金の支払いを優先とした違法な契約であること

が明白である。 

平成２７年１１月４日開催の「狭山市公有地取得及び審査委員会(第１回)」
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の記録「各委員の意見」最後の頁に 

[用地取得の契約後、工場の解体・撤去は年度内に行う予定か。]委員の質問

に対し、 

→測量等の作業があるので、契約は１月以降になってしまう。茶農協としては、

新茶までは、今のままで機械を稼動したいとの意向があり、新茶の時期が終わ

ってから解体・撤去をして更地にしてもらおうと考えております。と職員は答

えている。 

これによって、引渡しが翌年度になることを承知していながら議会に補正予

算の議案を提出した。会計年度独立の原則からいうと１２月に成立させた補正

予算は、事前に予測ができなかった自由によらなければ繰越明許とすることが

できない。 

今回の公有地取得に際し、狭山市は埼玉県県土整備部・都市整備部用地事務

取扱要綱に準拠するとしているが、この要綱は「都市計画決定ある事業用地の

取得」を目的としており、県土整備部に訪問して確認した結果、事業計画がな

い用地については購入しないという回答を得ている。 

これによって、狭山市は購入時点で事業計画はなくこの要綱の適用はできな

い。 

まして、法的に移転補償等を支払う法的根拠がない以上、移転補償契約その

ものが違法であり、残金を支払ったのは違法である。 

以 上 

なお、陳述書の朗読のあと、次のように付け加えた。 

当然、訴訟は係属中であって、まだ結果が出ていない時点で、本来は契約の履

行よりも裁判を優先すべきである。裁判の結果が出てから支払うのであれば正当

ということでいいが、まだ裁判の結果も出ていない、こういう状況の中で今回の

支払いをしたということは、完璧に違法な支払いであると言っても間違いない。

この事実は、認識がなかったとはいえない行政事務の執行であると思う。 

それと、埼玉県の土地取扱要綱に準じて購入したと言っているが、この要綱そ

のものが事業計画のない土地の購入については適用されない。ということは、移

転補償も当然、適用されないわけである。しかも、用地の事業計画が決定してい

ない購入した土地の中で、移転補償費を払っていないということも現実に存在す

る。この移転補償は根拠が全く法的に不明確であるというのは間違いないと思う

ので、この点は職員の陳述の機会に明らかにさせていただきたいと思う。 

 

第５ 職員の証拠の提出及び陳述 

都市建設部都市計画課に法第１９９条第８項の規定に基づき証拠の提出を求め

るとともに、平成２９年７月５日に出頭を求め陳述の機会を与えた。 

 １ 職員の証拠の提出 

（１） 職員措置請求書に対する理由説明書 
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（２）財産管理課へ報告した公有財産移動（取得）報告書（土地）の提出に係る決

裁文書の写し 

（３） 狭山茶業農業協同組合の用地取得について（報告）（起案文書の写し） 

（４）狭山茶業農業協同組合の土地に係る住民訴訟（平成２８年（行ウ）第３１号。

住民訴訟による土地売買契約頭金返還請求事件）に関する訴状、答弁書及び準

備書面の写し 

 

 ２ 職員の陳述（要約） 

 （１）狭山茶業農業協同組合との土地売買契約及び物件移転補償契約における残金

の支払いについて 

平成２８年３月１５日に狭山茶業農業協同組合と土地売買契約及び物件移転

補償契約を締結し、相手側の請求に基づき、前金として契約金額の約７割を支

払った。 

また、狭山茶業農業協同組合の業務の都合上、工場を撤去するまでに相当の

日時を要する旨の申し出を受けており、契約金額の残金の３割については、繰

越明許費とすべく、平成２８年第１回定例会において、繰越明許費とすること

についての補正予算を計上した。 

繰越明許費に係る平成２７年度狭山市一般会計補正予算については、平成 

２８年３月１７日に原案のとおり可決された。 

平成２８年３月３０日に狭山茶業農業協同組合と土地売買変更契約及び物件

移転補償変更契約を締結し、土地の引き渡し期限を平成２８年３月３１日から

平成２９年３月７日に変更した。 

狭山市財産規則第８条第１項の規定に基づき、平成２９年３月７日に職員が

現地立ち合いを行い、本件契約書第２条第２項の規定により、物件の移転が完

了していることを確認し、契約に定める残金の支払いに必要な条件が整ってい

たので、相手側からの請求により、速やかに残金の支払いをした。 

その後は、同規則第８条第２項の規定に基づき、公有財産の移動を財産管理

課長に報告し、引き渡しを受けた土地については、適切に管理するため、整地

及び柵等の設置工事を実施した。 

今回、残金の支払いは、現在「住民訴訟による土地売買契約頭金返還請求事

件」の係争中であるが、裁判所から契約無効の判断が出ていない以上、契約は

有効なものとして事務を進めた。 

以上、事務処理にあたっては法令に違反することなく適正に行っていると考

えている。 

（２）請求人が土地売買に関する契約及び物件移転補償契約に基づき支出した残金

について、裁判で係争中であるにもかかわらず支出したのは違法であると主張

していることについて 

   係争中ではあるが、裁判所の判断がまだ出ていないという中では、契約に基
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づいて支出をしなければならないという判断で支出したものである。今後、裁

判所の判断等が出た際には、その判断等に基づいて適切な対応をしてきたいと

考えている。 

 （３）平成２９年３月７日に土地の引渡しを受けたことについて、財産の検収に際

して担当者が行った現場での立会いや検査の手順について 

    平成２９年３月７日に狭山茶業農業協同組合から土地引渡書と移転完了届が

提出されたので、現地に担当職員が赴き、物件の補償のこともあり、引渡しを

受ける土地の上に残存物がないかどうかを確認したうえで、支払いを行ったも

のである。土地の引渡しについては、契約時にも確認しているが、登記簿上に

抵当権等が設定されていないこと等を含め確認し支払いをしたものである。 

 

第６ 本件措置請求に係る事実関係の概要 

 １ 平成２７年１２月１４日 平成２７年第４回狭山市議会定例会において、土地

売買に関する契約及び物件移転補償契約に係る補正予算案が可決成立した。 

 ２ 平成２８年３月１５日 土地売買に関する契約及び物件移転補償契約を締結し、

それぞれの契約額の７割に相当する額として公共施設用地取得費及び物件補償料

に係る支出命令書を起票した。 

 ３ 平成２８年３月１７日 平成２８年第１回狭山市議会定例会において、土地売

買に関する契約及び物件移転補償契約それぞれの契約額の３割に相当する額につ

いて、平成２８年度に繰り越す補正予算案が可決成立した。 

 ４ 平成２８年３月２５日 土地売買に関する契約及び物件移転補償契約それぞれ

の契約額の７割に相当する額として公共施設用地取得費及び物件補償料を支出し

た。 

 ５ 平成２８年３月３０日 土地売買に関する契約及び物件移転補償契約それぞれ

の変更契約を締結した。 

 ６ 平成２８年６月２３日 請求人は、土地売買に関する契約及び物件移転補償契

約は無効な契約であって、それぞれの契約額の７割に相当する額を支出したのは

違法であるとして、狭山市長は、市長小谷野剛に対し当該支出した総額１億   

１７９７万２０００円及び遅延損害金を請求せよとする住民監査請求を提出した。 

 ７ 平成２８年８月１２日 上記住民監査請求について、監査委員は、請求人の主

張に理由がないとしてこれを棄却した。 

 ８ 平成２８年９月１２日 請求人は、さいたま地方裁判所に住民訴訟を提起した

（現在係属中）。 

 ９ 平成２９年３月７日 狭山茶業農業協同組合から土地引渡書と移転完了届が提

出されたことを受け、都市計画課職員が現地に赴き、引渡しを受ける土地の上に

残存物がないかどうかを確認したうえで、土地売買に関する契約及び物件移転補

償契約それぞれの契約額の３割に相当する額として公共施設用地取得費及び物件

補償料に係る支出命令書を起票した。 
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１０ 平成２９年３月８日 狭山市財産規則に基づき、公有財産異動（取得）報告

書（土地）を財産管理課長に提出した。 

 １１ 平成２９年３月２４日 土地売買に関する契約及び物件移転補償契約それぞ

れの契約額の３割に相当する額として公共施設用地取得費及び物件補償料を支出

した。 

   なお、平成２８年３月３１日以降において、上記５の変更契約内容を更に変更

する契約は締結されていないことを確認した。 

   また、これらの事実関係を確認した結果、公金の支出については、法令その他

公金の支出手続に係る諸規定に基づき適正に執行されていることを確認した。 

 

第７ 監査の結果 

 １ 結論 

   狭山市が狭山茶業農業協同組合所有の土地について引渡しを受け、土地代金及

び物件移転補償金の残金を同組合に支払ったのは違法な支出であるので、狭山市

長は、市長小谷野剛に対し同組合に支払った土地代金の残金３５４３万２８０４

円及び当該残金の返還が完了するまでの利息年５％を、副市長松本晴夫に対し物

件移転補償金の残金１５１２万８８１２円及び当該残金の返還が完了するまでの

利息年５％をそれぞれ請求せよとの主張は、理由がないのでこれを棄却する。 

 

 ２ 判断 

（１）住民監査請求の請求期間の起算日と監査の対象について 

    住民監査請求の請求期間の起算日については、「監査請求期間は、それぞれ

の行為のあった日から各別に計算すべき（平成１４年７月１６日最高裁判決）」

とあること踏まえると、土地売買に関する契約及び物件移転補償契約に係る起

算日は平成２８年３月１５日、土地売買に関する変更契約及び物件移転補償変

更契約に係る起算日は同月３０日、土地売買に関する契約及び物件移転補償契

約それぞれの契約額の７割に相当する額として公共施設用地取得費及び物件補

償料を支出した日の起算日は同月２５日となる。本件住民監査請求が平成２９

年６月７日に提出されていることから、すでに１年を経過しているこれらの財

務会計行為は、監査の対象と認められないものである。 

    また、狭山市が狭山茶業農業協同組合の所有地に関し土地売買に関する契約

及び物件移転補償契約に基づき取得することについて、請求人は平成２８年６

月２３日に職員措置請求書を提出し、その後住民訴訟を提起し、現在、さいた

ま地裁にて係争中である（平成２８年（行ウ）第３１号）。すでに司法の場に

おいて係争中であることを踏まえると、司法の判断を尊重し、これに委ねるこ

とが妥当であり、加えて、住民監査請求については住民訴訟を提起する際の前

置制度という側面を有してはいるが、すでに住民の権利は保障されているもの

と思料するものである。 
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一方、平成２９年３月２４日の土地売買に関する契約及び物件移転補償契約

それぞれの契約額の３割に相当する額として公共施設用地取得費及び物件補

償料を支出したことについては、本件住民監査請求が提出された時点で１年を

経過していないことを踏まえ、係争中の住民訴訟において争点となっている財

務会計行為とは切り離して監査することができると判断したものである。 

これらのことから、請求人が主張する土地売買に関する契約及び物件移転補

償契約それぞれの契約額の３割に相当する額として公共施設用地取得費及び

物件補償料を支出したことが違法な公金の支出に当たるかどうかについて監

査を行うものとする。 

 

（２）監査の対象と結果 

平成２９年３月７日に狭山茶業農業協同組合から土地引渡書と移転完了届

が提出されたことを受け、都市計画課職員が現地に赴き、引渡しを受ける土地

の上に残存物がないかどうかを確認する等の検収を行い、その後、土地売買に

関する契約及び物件移転補償契約それぞれの契約額の３割に相当する額とし

て公共施設用地取得費及び物件補償料を支出したことについては、提出された

証拠及び陳述内容から、公金の支出手続に係る諸規定等に基づき適正に執行さ

れていることを確認したところである。 

よって、請求人が主張する土地売買に関する契約及び物件移転補償契約それ

ぞれの契約額の３割に相当する額として公共施設用地取得費及び物件補償料

を支出したことが違法な公金の支出とはいえないことから、請求人の主張には

理由がない。 

    

    以上のことから「１ 結論」のとおり判断する。 

 


