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1調査の趣旨

緩町長粗田学氏(以下「棟田町長」という。)カシ令和4年11月21日第8回続

町議会(臨時会)において否決された令和4年度続町一般会計補正予算(第5号)

を同日付けで専決処分したことは、地方自治法第179条第1項に明記されている専
決処分の要件を満たしておらず違法と言える。従って専決処分に伴う弁護士費用の

予算についても認められないことは当然である。

粗田町長は、就任以降、績町農業経営安定対策基金(旧総合基金)に係る係争費
用や町有宿泊施設の元従業員との係争においても、公金の不適正な支出が認められ

る。

また、議会において議事録に記録があるにもかかわらず、自身の発言の事実を否

定したり、可決した請願や付帯決議を無視したりと無責任な対応が続いており、行

政運営における職権乱用には目に余るものがある。

これまでも、議会は町長に対し問題点を再三指摘したうえで適正化を図るよう要

求してきたが、適正化を図る努力を放棄していると言わざるを得ない。
よって、粗田町長による不適正な行政運営について地方自治法第10 0条及び委

員会条例第5条の規定により、調査委員会に付託し調査する。

2調査等特別委員会の設置

(1)設置決議

「粗田町長による不適正な専決処分、不適正な公金支出及び職権乱用の調査に

関する決議」 I

令和4年12月13日、令和4年第9回議会(定例会)において、賛成多数

で可決【賛成7人】

(2)委員会の名称及び定数

①委員会の名称粗田町長による不適正な専決処分、不適正な公金支出及び

職権乱用に関する調査等特別委員会

②定数 5人

(3)委員長、副委員長、委員の指名

①委員長松本俊二議員 �

②副委員長橋本由里議員

③委員日高憲治議員、児玉信議員、青木實議員

3調査事件

(1)令和4年11月21日の専決処分に関する事項

(2)不適正な公金支出に関する事項

(3)行政執行における職権乱用に関する事項
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4委員会の開催状況

回数 日時・場所 協議内容等

第1回 令和4年12月21日(水)

開会11時00分

閉会12時2 0分

議会会議室

1委員会運営要領等について

2記録の提出要求について

3 (弁護士について)

4委員会で出頭を求める証人等につい

て

5 今後のスケジュールについて

第2回 令和5年1月2 3日(月)

開会13時3 0分

閉会15時2 0分

議会会議室

1提出された記録の精査

2追加で提出を要求する記録

3出頭を求める参考人、証人について

4 今後のスケジュール

第3回 令和5年2月1日(水)

開会9時3 0分

閉会11時0 0分

議会会議室

1提出された記録からさらに必要とす

る記録の請求について

2参考人、証人に指名及び尋問の内容

ふこj、�

3第4課委員会について

第4回 令和5年2月8日(水)

開会9時0 0分

閉会18時0 0

議会会議室

1会議の公開について

2 本日の会議の進め方について

3証人尋問

4次回委員会について

第5回 令和5年2月14日火)

開会9時0 0分

閉会18時3 0分

議会会議室

1会議の公開について

2 本日の会議の進め方について

3証人尋問

4次回委員会について

第6回 令和5年2月2 4日(金)

開会13時0 0分

閉会16時0 0分

議会第1会議室

1会議の公開について

2 本日の会議の進め方について

3証人尋問

4次回委員会について

第7回 令和5年3月3日(金)

開会午後1時3 0分

閉会午後4時分

議会第1会議室

1証言のまとめ

2各項目に関する判断

3次回委員会について

第8回 令和5年3月9日(木)

開会午後3時3 0分

閉会午後5時4 5分

議会第1会議室

1調査報告書の作成

2次回委員会について

第9回 令和5年3月2 0日(月)

開会16時0 0分

閉会17時0 0分

議会第1会議室

1調査報告の確認
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5註人、参考人、執行機関の出頭等

(1)証人として出頭を求めたもの、証言を求めた事項

①役職、氏名 �� ��

o出頭を求めた日時 令和5年2月8日(水)午前9時

o証言を求めた事項

・令和4年11月21日の専決処分に関する事項

・不適正な公金支出に関する事項

・行政執行における職権乱用に関する事項

②役職、氏名 �� ��

o出頭を求めた日時令和5年2月8日(水)午前10時

o証言を求めた事項

・令和4年11月21日の専決処分に関する事項

・不適正な公金支出に関すろ事項

・行政執行における職権乱用に関する事項

③役職、氏名 ���n ���

o出頭を求めた日時 令和5年2月8日(水)午後1時

o証言を求めた事項

.令和4年11月21日の専決処分に関する事項

・不適正な公金支出に関する事項

・行政執行における職権乱用に関する事項

④役職、氏名副町長中菌兼次

o出頭を求めた日時令和5年2月14日(火)午前9時

o証言を求めた事項

.令和4年11月21日の専決処分に関する事項

・不適正な公金支出に関する事項

・行政執行における職権乱用に関する事項

粗田学

令和5年2月14日 (火)午後1時3 0分

⑤役職、氏名 町長

o出頭を求めた日時

o証言を求めた事項

・令和4年11月21日の専決処分に関する事項

・不適正な公金支出に関する事項

・行政執行における職権乱用に関する事項

⑥%�.ぽ ������ ��� �

o出頭を求めた日時令和5年2月24日(金)午後1時

o証言を求めた事項

.令和4年11月21日の専決処分に関すろ事項

・不適正な公金支出に関する事項
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⑦役職、氏名 �n �� ��
o出頭を求めた日時令和5年2月2 4日(金)午後3時

o髄言を求めた事項

・不適正な公金支出に関する事項

・行政執行における職権乱用に関する事項

6記録、資料の提出

(1)地方自治法第10 0条第1項で提出を求めた記録及び提出状況
①緩町

o提出を求めた記録及び提出状況

譲会発44号

①令和4年度績町一般会計補正予算(第5号)の専決処分に関する書類の写
し4提出済

②令和4年度緣町一般会計補正予算(第5号)の専決処分に関する会議の復
命書の写し4該当文書無し

③担当弁護士の専決処分に閲する説明の写し4該当文書無し

議会発52号

④宿泊3施設の指定管理者

'

⑤宿泊3施設の指定管理者

し等の閲覧

⑥宿泊3施設の指定管理者

月分の営業日報の写し

からの令和4年度月次及び年次報告の写し

から提出された令和3年度分の領収書の写

から令和3年度分の年次報告分の4月、6

議会発55号

⑦「地方自治法第2 4 4条の2第10項」に関する指定管理者に対し決算報
告等の報告を求めた文書の写し4提出済み

(※地方自治法第2 4 4条の2第10項指定管理者の管理する公の施設の
管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の
状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることが

できる。)

②緩町産業活性化協会

o提出を求めた記録及び提出状況

議会発44号

①緩町産業活'注化協会従業員の訴訟及び和解に関する書面の写し

�提出済み

②緩町産業活性化協会従業員の訴訟に関すろ支出等に関する書面の写し
'提出済み

③令和2～4年績町産業活性化協会理事会議事録の写し4提出済み
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④令和3年10月18日付けの質問に係る回答書の写し�記録なし

⑤続町産業活性化協会職員の残り8人に係る提訴等に関する書類の写し
�提訴に至ってないため書類なし

⑥緩町産業活性化協会職員に対する�■の雇用、または解雇等に関する説
明会の報告書と双方の出席者及び出席しなかった職員への通知文書
ぐ会議録のみ提出

7委員派遣

派遣なし

8 調査の内容と結果

本調査事項に関して、3回にわたって行った証人や参考人への尋問等による証
言、提出された記録などの調査に基づき、明らかとなった事実及び本委員会として
の判断を調直事項ごとに記載する。

(1)令和4年11月21日の専決処分に関する事項

ア)前提となる経緯

令和4年度緩町一般会計補正予算(第5号)について、地方自治法第17 9条
第1項の要件を満たしていない違法な専決処分を強行した。加えて、係争費用
を不適正に支出した。

イ)明らかとなった事実

(D r�������������Nj (以下、r���n
園」という。)との「続町産業観光関連施設(宿泊施設)の管理運営に関する
基本協定書」(令和3年4月1日締結)の第2章指定管理料及び会計区分
第10条に「甲又は乙は、指定管理期間中に賃金及び物価水準の変動、並びに
その他やむを得なレ、事由により指定管理料の額の変更が必要になったと認めら
れるときは、相手方に対して指定管理料の変更を申し出ることができる。」ま
た、同条第2項に「変更の要否および金額の変更等については、甲乙協議の上
決定するものとする。」との記載があるが、金額の変更について協議された事
実はない。

また次年度の委託料にっいて、前年度の決算年次報告により決定するなどの
記載もない。

②町は����旧に対して、令和4年2月2 5日から令和3年度決算に関
する関係書類の提出を要求している。

③町は4年度績町一般会計当初予算に指定管理委託料として、1, 0 0 〇万円
を減額して1,5 0 〇万円で計上する議案を令和4年2月2 5日の議会運営委
員会で示したうえで本会議に上程した。この滅額の事実を����■は、
令和4年2月2 4日に町長から伝えられた。それまでに町との協議は持たれて

いない。
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④町長は議会で、指定管理委託料の年額の変更について、次年度の指定管理

料は前年度の決算年次報告により決めるとの考えを示したが、基本協定書及び

年度協定書にその記述はない。

⑤総合政策課から委員会に提供された資料では、

いう令和3年度年次決算報告書は確認できない。

が提出したと

⑥令和4年11月4日の第7回績町議会(臨時会)の中で、町長は令和4年1

2月2日の第1回口頭弁論期日は延期できると答弁している。

⑦令和4年11月16日付けで����■から町長に対し「宿泊施設の管
理運営解約に関する条件」が文書にて出されている。

⑧令和4年11月21日の第8回続町議会(臨時会)の中で、町長は専決処分

を考えていないとの意思表示をした。

⑨令和4年9月15日付けで町は����■から「続町産業活性化協会関
連施設(宿泊施設)の管理運営に関する令和4年度指定管理委託料2, 500
万円及びこれに関する遅延損害金を支払え」と提訴されたことに伴い、第1回

口頭弁論期日(出頭日：令和4年12月2日)が定められた。これに関する裁

判所への答弁書の提出日が令和4年11月2 5日であったこと、またこの答弁

書を提出する弁護士の作成時間及び提出する時間がなかったことを理由に、町

長は令和4年11月21日に令和4年度続町一般会計補正予算(第5号)を専

決処分した。

⑩令和4年11月21日の第8回緩町議会(臨時会)の中で町長は、��
�■の提訴に対し応斬するための弁護士委託料は、町民の財産を守るために

仕方がない判断と言った。

⑩����■に支払った指定管理委託料は、当初予算1, 5 0 〇万円を上
回る1, 8 7 5万円である。これは年間2, 5 0 〇万円に相当する額の9か月

分であり、期間が短くなっただけで滅額はされていない。

⑩この委員会の証人尋問の中で、すべての証人から令和4年11月21日の専

決処分の前にも後にも地方自治法第17 9条第1項(専決の要件)に関する協
議がされたとは確認できなかった。また、地方自治法第17 9条第1項に該当

するとの証言も誰からもなかった。

⑩令和4年12月2 9日の令和4年第10回績町議会(臨時会)の質疑答弁の

中で、町長は「合意文書の中でもしっかりと明記しておりますけれども、未払

い分の整理をするところまでは全力を挙げていきたいと思いますjとの答弁を

しているが、合意文書作成後2月末までに弁護士同士の話し合いは行われてい
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なレ、。

からも、町側の弁護士が対応していないとの証言があったC

ウ)委員会としての判断

調査により明らかになった事実から、今回の専決処分は地方自治法第179条第
1項に規定された条件に該当しておらず、不当な専決処分であると言わざるを

得ない。

(2)不適正な公金支出に関する事項

ア)前提となる経緯

緩町農業経営安定対策基金(旧総合基金)や町有宿泊施設の元従業員及び■
���との係争費用について、町長は不適正に支出した。また、今後も不
適正な支出の可能性がある。

イ)明らかとなった事実

ら)績町農業経営安定対策基金(旧総合基金)に係る係争費用

①令和2年度の監査報告では係争費用の支出は適正とはいえないとの報告があ

る。この監査報告に対して町は対応をしていない。

(b)町有宿泊施設の元従業員との係争費用

①緩町産業活性化協会千尋自然公園.本部事業予算から旧緩川荘職員による係
争交涉に関する経費が支出されている。

②弁護士着手金及び和解金は、緩町産業活性化協会予算に編成されていない。ま
た、令和4年度続町一般会計予算において歳出予算要求書の当初予算にも補正
予算にも記載がなく、続町産業活性化協会予算の執行残から支出されたもの。
執行残があれば町に返還すべきであり、加えて指定管理委託業者(続町産業活

性化協会)が契約にない使用目的で執行することはできない。

③続町一般会計予算から緩町産業活性化協会への支出目的は、本部事業費、千尋
自然公園事業費であるので、旧緩川荘職員による係争交涉に関する経費に支出

したことは、目的外使用となる。

④粗田町長、増田副町長(当時)が令和2年8月に3名の支配人を集めて宿泊施
設を民間委託にする説明をした中で、増田副町長(当時)力、ら「今の従業員を
全員雇用する」と発言したとの証言があった。

⑤青木議員からの令和2年12月議会(定例会)での一般質問で、町長は�■
��■から全員雇用する旨の返事をもらった【令和2年第8回定例会(12
月)会議事録p18 7】と答弁している。

一方で、����■はその様な話は一切していないと証言した。
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⑥青木議員からの令和3年3月議会(定例会)での一般質問で、従業員の全員雇

用を確認する質問の中で、町長は「最初から条件の中に入っておりません。」と

答弁【令和3年第2回定例会(3月)会議録P18 9】しており、令和2年1

2月議会(定例会)と異なる答弁をしている。

⑦令和3年8月4日に開催された続町産業活性化協会理事会の議事録の中で、

理事から決算余剩金が多いことを指摘されている。町長は今後は必要のない余

剩金であると発言しているが、町に返還されていない。

⑧弁護士委託料に係る予算及び支出にっいて、績町産業活性化協会理事会にお

ける承認は得られてない。

(c) ����■との係争費用

rd)令和4年11月21日の専決処分に関すろ事項」に記載した事実内容を

参照。

ウ)委員会としての判断

調査による明らかになった事実から、当該支出は不適正かつ不必要であると言わ

さるを得ない。

(3)行政執行における職権乱用に関する事項

ア)前提となる経緯 -

町長による職権乱用が繰り返し行われている。

イ)明らかとなった事実

①旧総合基金問題において、令和2年度の監査報告で係争費用の支出は適正と

はいえないとの報告があるにもかかわらず町は対応していない。

②旧総合基金の推進会議の委員(増田前副町長以外の全委員)から、係争費用

の支出に係る決議等に関する請願が提出され議会で可決されたにもかかわら

ず町長は対応しなかった。また、生産者への返金についても適正な行政手続

きを踏むことなく強行されている。

③町有宿泊施設の元従業員とのトラブルにおいて、績町産業活性化協会理事会

で承認を得ることもなく、理事長(町長)の判断で弁護士費用及び和解金が

支出されている。

④南侯保育所と中坪保育所との統合問題で、南侯保育所の保譲者説明会におい

て町長は「保護者の賛同が得られない以上、統合はできない」と発言した。

後日録音内容を文書化したものを提示したが、その発言につン、て議会で否定

したうえで統合を強行しようとした。
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ウ)委員会としての判断

調査により明らかになった事実から、町長による職権乱用が行われていると言わ

ざるを得ない。

【総括】

(1)令和4年11月21日の専決処分について

当該専決処分にっいては、地方自治法第179条第1項に規定されている条件に該
当しなレ、にも関わらず強行された重大かつ由由しき事態である。また、議会を無視
した、議会制民主主義及び二元代表制の否定といえる。

当該専決処分にっいて、問題発生後に総務省や有識者から地方自治法第179条第1
項に規定されている条件に該当しないとの見解が示されたが、町長をはじめ執行部内
で同法に関する事前の調査.検討.協議が行われていない。

当該専決処分の原因となった����■との係争問題は、令和3年6月のプール
改修ェ事費(約4 2 〇万円)の支払いを巡り、約束を反故にするような町長の不誠
実な姿勢に����■が不信感を持ったことに始まり、更に令和4年度の指定管
理委託料にっいて「続町産業観光関連施設(宿泊施設)の管理運営に関する基本協定
書」(令和3年4月1日締結)に基づく協議を行なわず、令和4年3月定例議会の議
会運営委員会前日の令和4年2月24日に一方的に2, 5 0 〇万円から1, 5 0 〇万
円に1,0 0 〇万円の減額を通告したことで、����■と町長との対立は決
定的になったと言える。

決算資料の提出状況やその内容について続町と����■の見解に食い違い
があることは認めるが、続町が����■に対して決算資料の提出をはじめて
請求した日が令和4年2月2 5日であることから、指定管理料の減額を一方的に通
告されて以降の����■の対応に影響を与えたと考えられる。いずれにして
も、決算資料提出に関する問題が指定管理委託料を滅額する直接的な理由には当た
らないと言える。

その様な状況の中、話し合いで解決すべく議会が間に入って調整していたにもかかわら
ず、途中で町長が一方的かつ不誠実な対応(指定管理者の指定取消し通知の送付)をし
令和4年12月28日の三者(町長.議長.�)協議の合意内容を遵守しないことから、再
び����■力も提訴され、未だ解決に至っていないのが現状である。
それぞれの主張に食い違いがあったとしても����■は話し合レ、での解決を希

望していたのであるから、町長が話し合いで解決することに柔軟な対応を示していれぱ、・
���■から提新されろこともなく、弁護士を介する必要も弁護士費用に係る専決処分
をする必要もなかったと言える。

加えて、「続町産業観光関連施設(宿泊施設)の管理運営に関する基本協定書」
(令和3年4月1日締結)の内容が不十分であったことから、績町と���■

園双方が協議し見直したうえで、運営に関する協議を定期的に行い、協力して施設
運営をしていれば、今回の問題も起きず、未だ解決できない状況にも至らなかった

と言える。

なお、監査にっいては、地方自治法第199条及び第244条の2で町長は指定管理
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者に対して調査.指示できることとなっているが、「続町産業観光関連施設(宿泊施
設)の管理運営に関する基本協定書」(令和3年4月1日締結)には、監査に関すろ
記載はなく、 ����■に対して町からの具体的な説明がなかったことで、十
分な監査が実施できなかった。

委員会は、町長に最も重大な責任があるとの意見で一致しており、町長並びに重要関係
職員に対して応分の処分を求めることが妥当であると結論づけている。

(2)不適正な公金支出について

①旧総合基金問題に係る係争費用

②緩川荘元従業員との雇用を巡るトラブルに係る弁護士費用及び和解金
③����との訴訟費用

ム①旧絡合基金問題に係る係争費用ついては、町長の前町長に対する交涉経緯や椎進さ
議における強引な進め方から、提訴を回避する努力は極めて不十分であったと言わざ
るを得なレ、。結果として、前町長の法的責任を明確にするための提訴という町長が議
会で答弁した目的は達成されなかった。生産者への返金は実行されたが、提訴が必要
条件であったとは言えない。

②績川荘元従業員との雇用を巡るトラブルに係る係争費用ついては、指定管理者であった
績町産業活性化協会(理事長は町長で理事は役場幹部職員の一部であり、実質的に緣
町)の関わり合い方に大きな問題があったと言わざるを得ない。特に、同協会の理事
会は年1回の形式的な開催にとどまり、町有宿泊施設の経営や運営などに関する協議
等は行われておらず、各理事も事業内容に深くかかわっていなかった。また、弁護士
費用及び和解金については、予算に計上されていないばかり力、、支出についても理事
会での承認は得られていない。加えて、民間委託への変更に伴い雇用についての従業
員への説明が不十分であったことが、従業員の不信感を生み、結果としてトラブルに
発展したと言える。また、元従業員が弁護士を介して申し入れをしなけれほならない
状況を作ってしまったこと自体、活性化協会の対応に問題があったと言わざるを得な
レ、。和解金の支出にっいては、採用時の条件に関する問題や解雇通知の遅れなど、活
性化協会側のミスによるものであり、労働基準監督署などのアドバイスを得たうえで
双方が協議すれば解決できると考えられ、その結果としての和解金の支払いであれば
一定の理解は得られる。いずれにしても、活性化協会が弁護士を立てて対応する必要

性はなかったと言える。

(3) ����■との係争費用の必要性については、(1)の専決処分の総括にも記載
したとおり、町長がもう少し柔軟な対応を示したうえで、議会による仲介の提案にも耳を傾
けていれぱ、����から提訴されることもなく、弁護士を介する必要もなかったと言
える。

上記の全ての事案において、弁護士を介する前また訴訟に至る前までの町長等のコミュ
ニケーション不足や不誠実かつ不十分な対応が、相手側の不信を生み、弁護士を介さざる
を得ない状況に発展したことで、結果として不必要な支出を招き、不適正な支出に至ったと
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言わざるを得ない。

(3)町長の職権乱用について

町長の行政執行においては、適正な手順や丁寧な説明及び役場内部における事前
協議が不十分であると言える。また、副町長をはじめ職員の当事者意識が希薄で、町長
の独断専行を許している状況が見受けられるが、町長が副町長以下の進言等に耳を貸さな
レ、ことも問題の根本にあると言える。

加えて、町長は議会での答弁を含め、自ら発言した言葉に責任を持たないだけで
なく 、自らの考えのみで様々なことを強行することは職権の乱用にあたると言え、
権力や権限に対する間違った認識と乱用は、自治体の首長として適性を欠いていると言わ
ざるを得ない。

【提言】

以下の項目について実行することを提言する。

①町長をはじめとする執行部においては、公正な判断や運営がなされるよう、監
視.統制.管理する仕組みを再構築すべきである。特に、町長など3役を含め、
権限をもつ者に対して誰でも遠慮なく進言や提言ができるような風通しの良い職
場環境づくりをすること。

②町長をはじめとする役場においては、常に法令遵守を大前提とし、行政執行にあ
たっては事前の調査・相談.検討.協議を行ない、拙速な判断をすることなく慎重
な対応をすること。

③町長をはじめとする執行部は、議会制民主主義及び二元代表制を正しく理解し、
議会とのコミュニケーションを十分に図るべきでもる。

④活性化協会にっいては、理事の構成を見直し、過半数を役場管理職以外としたう
えで、予算や決算をはじめ重要事項については、理事会の承認を必要とするなどの
規約改正の実施。

⑤日頃から、トラブルや問題が発生しないように努力することはもちろんの事、発
生後も誠実な対応をすべきである。また、訴訟ありきではなく、先ずはしっかり協
議した上で解決を目指すこと。

【結論】

町長は全ての事案において主たる当事者であり、直接の指示.決定者である。
また、町長としての職権を乱用した独断専行的な行政手法は、行政に対する町民の

信頼を著しく毀損しただけでなく 、対外的な績町のイメージや信賴も著しく穀損させ
た。その責任は極めて重大である。

よって、町長は辞職すべきである。

加えて、不適正な支出については、応分の負担(弁済)をすべきである。
なお、重要関係職員(前副町長を含む)についても応分の責任があると考える。
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9調査経費

(1)調査経費に関する議会の議決の状況

令和4年度分 1〇万円以内(令和4年12月13日議決)

(2)決算見込み額

令和4年度分
(単位：円)

事業名 節 内容 金額

議員活動費

計

報酬

旅費

証人費用弁償

実費弁償

21,700

2,060

23,760
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1 0 その他

(1)参考資料(地方自治法関係)

地方自治法第九十六条

第二節権限 �

第九十六条普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

̶条例を設け又は改廃すること。

二予算を定めること。

三決算を認定すること。

四法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徵収又は分担金、使用

料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。

五その種類及び金額にっいて政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。

六条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使

用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貧し付けること。

七不動産を信託すること。

八前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で

定める財産の取得又は処分をすること。 .

九負担付きの寄附又は贈与を受けること。

十法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほ力、、権利を放棄す

ること。

.十二普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地

方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第

三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三

第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条

第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含

む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九

十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)

に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団

体を披告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

十三法律上その義務に属する損害,g剖賞の額を定めること。

十四普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の緯合調整に関すること。

十五その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属

する事項

②前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事

件(法定受託事務に係るものにあっては、国の安全に関することその他の事由により議会

の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議

会の議決すべきものを定めることができる。

-13-



地方自治法第10 0条

第百条普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員

会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の

安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でない

.ものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。こ

の場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の

出頭及び征言並びに記録の提出を請求することができる。

②民事訴訟に関する法令の規定中誕人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるもの

を除くほ力、、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙

人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾

弓Iに関する規定は、この限りでなレ\

③第一項後段の規定により出頭又は記錄の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の

理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇

月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

④議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者か

ら職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当

該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が

承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。

⑤議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は

記錄の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。

⑥当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人

その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。

⑦第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が

虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。

⑧前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その

刑を減軽し又は免除することができる。

⑨議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発

しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した

旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。

⑩議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区城内の団体等に対し照会

をし又は記錄の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなけれぱならない。

⑩議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、

当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必

要とするときは、更に議決を経なければならない。

⑩議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行

うための場を設けることができる。

必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。

@普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に

資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し政務活動費を交付
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することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに

当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならなン\

⑩前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動

費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。

⑩議長は、第十四項の政務活動費にっいては、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

⑩政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関

係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。

⑩都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当

と認める刊行物を送付しなければならない。

⑩議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、

公報及び刊行物を保管して置かなければならなレ\

⑩前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。,

第百条の二普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調

査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。
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地方自治法第17 9条

(専決要件)

第百七十九条普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてな

お会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件にっい

て特に緊急を要するため議会を招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、又

は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その譲決す

べき事件を処分することができる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の

選任の同意及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に

規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。

②議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

③前二項の規定による姐置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会

に報告し、その承露を求めなければならない。

④前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議

案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措

置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。

地方自治法第2 4 4条の2

(公の施設の設置、管理及び廃止)

第二百四十四条の二普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを

除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

2普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについ

て、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会にお

いて出席議員の三分の二以上の者の同意を得なけれぱならない。

3普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき

は、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するも

の(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理

を行わせることができる。

4前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その

他必要な事項を定めるものとする。

5指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

6普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公

共団体の議会の議決を経なければならない。

7指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、

当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。

8普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る

料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができ

る。
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9前項の場合における利用料金は、公益上必要があると詔める場合を除くほか、条例の定めると

ころにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当

該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

1 0普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期する

ため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調

査し、又は必要な指示をすることができる。

1 1普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による

管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理

の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

地方議会事務提要及び逐条地方自治法第9次改訂版から参考

①法第179条第4項に関する公共団体の措置と議会への報告はどのようなものがあ

るかにつレ、て

‘ I一般的には、長の補正予算や条例改正案の提出、予算の未執行部分の執行停止が

基本となるが、それ以外にも長として行政執行上条例改正や補正予算提出が困難であ

り、専決処分の考え方にっいて説明責任を果たす観点から必要な対応を行うこともそ

の措置に含まれると解され、また、専決処分に対する議会の不承認の意思を受けて族

置せず誠実に対応するという意味を指すと解される。」(地方譲会事務提要)

・ r問題：条例又は予算に関する専決処分の承認をホめる議案が否決された場合、当

該議決は一般再議の対象となるか。」

‘ 「決定：一般再議の対象となるものは、団体意思を決定する議決又は長の事務執行

の前提となる議決のうち可決されたものに限られ、否決は含まれないと解されている

(昭和26.10.12行実)。また、可決されたもののうち、当該可決の効果として、長の

意思に反して長の執行行為を拘束するものであること力、ら、具体的には, ①長提案の

議決が修正可決される場合、②議員提案の議案が可決された場合が該当することにな

る。今回、専決処分の承認を求める議案が否決されたときは、長の対応措置義務を負

うこととされているが、当該具体的内容にっいては何ら特定されておらず、長が適切

に判断することとしており、長の執行行為を拘束するものとはいえないことから、一

般再議の対象とはならないものと考えられる。」(地方議会事務提要)

.「『必要と認める措置』とは、特定の措置に限定しているものではなく幅広い酎応を

可能としてる。改正条例案の提出、補正予算の提出などが考えられるが、その措置の

具体的内容は長が適切に判断すべきものであり、長が議会や住民に対して説明責任を

果たす観点からの必要なせ応を行うことも含まれるものである。」(逐条地方自治法第

9次改訂版)

.「問題：議会が長の行った条例.予算に係ろ専決処分を承認しなかった場合、既に

行われた行政処分等への影響はどうなるの力、。J ,

.「決定：一旦正常に効力が発生した条例及び予算に基づき行政処分等が行われたと
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きに、その効力が、事後の議決の内容如何によって、專決処分に遡って、あるいは将

来に向かって否定されることは、法的安全性の観点から問題がある1, 専決処分前の状

況に戻す場合、(中略)’チ算にっいては、契約等の相手方等の経済的利益に不利益を

与える等の支障が生じるおそれがある。このため、ギ成2 4年の改正は、当該条例及

ぴ予算に係る専決処分が譲会の不承認となった場合においても、法律上、専決処分の

効力そのものに影響はないこととしつつ、長に対して一定の作為義務(一定の行為を

する義務)を課することとしたところである。」(地方議会事務提要)

②法第179条第1項の専決処分の要件に該当しないとした議会の判断が正しい場合

専決処分を無効とすることができるのかについて

(3)②で無効とした場合、執行部が執行している予算についてはどのような判断をす

べきかについて

.専決処分ができる「 4つの場合のいずれかに該当するものとする長の認定が客観的

に誤っていた場合は、その班分が違法となる(行実昭和26.5.31)。」(逐条地方自治法

第9次改訂版)
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