
               宝 監 第 １ ５ 号   

                             平成２１年４月３０日   

                                                                                

    

請 求 人 様                                                      

                                                                                

 

                          宝塚市監査委員            

                               村 野 一 郎      

                              井 上 芳 治      

                                                            寺 本 早 苗  

                                                                                

 

「住民監査請求」に係る監査結果について 

                                                                                

 平成２１年３月１２日付けで提出のありました住民監査請求について、地方自治法第 

２４２条第４項の規定により、監査の結果を別紙のとおり通知します。                                                           
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第１ 請求の受理 

  本請求は、所要の法定要件を具備しているものと認め、平成２１年３月２３日にこれ

を受理しました｡ 

 

第２ 監査の実施                                                                

    平成２１年３月３０日に請求人に対し、地方自治法第２４２条第６項の規定による証 

拠の提出及び陳述の機会を設けました。                                           

    監査は､市から提出された書類による調査及び平成２１年４月１０日及び同年４月 

２１日に都市産業活力部職員（都市産業活力部都市整備担当部長、都市計画課長、都市

計画課副課長）（以下「市関係職員」という。）からの事情聴取等によって実施しました｡               

    （注）請求時の都市計画デザイン課は、平成２１年４月１日の機構改革により名称が

都市計画課に変更されていますが、以下は請求当時の名称を使用します。 

 

第３ 請求の要旨 

  請求人から提出された職員措置請求書及び請求人の陳述によると、本件住民監査請求 

の要旨は概ね次のとおりです。 

 

１ 都市計画デザイン課担当職員は、仁川高丸地区のまちづくり活動団体の認定申請に

おいて、「宝塚市地区計画等の導入の促進に関する要綱（以下「要綱」という。）」の一

部の用語である「居住者」に対する違法若しくは不当な解釈をもって、当該要綱第３

条第２項の認定の条件を充足させるという不当な判断をした。 

具体的には、「住民等 居住者及び土地又は家屋の所有権を有する者をいう。」及び

「その組織が、活動区域内の住民等の２分の１以上で構成され、構成員が１０人以上

であるもの」の認定要件に関して、平成１９年６月時点の都市計画デザイン課提供の

資料によると、仁川高丸地区の状況は、 

    住民（住民登録上の住民）  １，７８０人 

    世帯数            ６７４世帯 

    自治会会員数          ５９９人 

であり、一般的な意味における住民を１，７８０人、自治会会員を５９９人とすれば、

３３％強となり、２分の１以上を満たせず、自治会会員５９９人を、世帯数で割れば

８９％弱となり、２分の１以上を満たすことになるが、公開質問状に対する市の回答

では、居住者とは「所有権その他の権利に基づき実際に居住している方」としている。 

認定の条件である「住民等の２分の１以上」を満たす必要性から、居住者を「所有

権その他の権利に基づき実際に居住している方」に限定せざるを得ない事情があった

と考えられるが、「広く市民から意見を集める」というまちづくり基本条例の基本精神

を生かし、具体的な要件を定めた要綱を、曖昧な理由をもって異なった解釈ができる

という、担当課の解釈、行動は、不適切かつ不当なものである。 

 

２ 仁川高丸自治会は、仁川高丸地区計画等検討委員会（以下「検討委員会」という。）

の設立の決定を、総会ではなく役員会において審議、了承しているが、自治会会則に



－2－ 

ない事項の決定であり、会員から委任を受けた事項ではない。 

都市計画デザイン課が、自治会役員会での決定を正当なものと判断し、検討委員会

をまちづくり活動団体として認定したのは違法若しくは不当な判断である。 

 

３ 検討委員会は、まちづくり活動団体といえず、市がその団体に対しまちづくり活動

助成金（以下「助成金」という。）１００万円を交付したのは違法若しくは不当な公金

の支出である。       

また、近々第２回目の助成金１００万円が交付されようとしているが、この違法若

しくは不当な支出も市の損害を防ぐ意味から事前に取り消されなければならない。 

  

  （注）請求人は、職員措置請求書において、当初は「不当」のみを主張していました

が、請求書の添付資料である第３回目の公開質問状に対する市からの回答を受けて、

平成２１年４月６日付けで提出された「住民監査請求追加資料」において、「違法若

しくは不当」であるとの主張に変更されています。 

 

 ４ 求める措置 

（１） 宝塚市長（以下「市長」という。）は、検討委員会に対する宝塚市まちづくり

活動団体としての認定を取り消すこと。 

 

（２） 市長は、検討委員会の宝塚市に対する申請は、全て無効とし、無効であること

を検討委員会に通知すること。 

 

（３） 市長は、都市計画デザイン課の当該担当職員に対し、平成２０年４月８日に、

検討委員会に交付した助成金１００万円を宝塚市に返還することを命じること。 

        また、近々交付されようとしている第２回目の助成金１００万円も取り消すこ

と。 

 

第４ 請求に係る事実の認定 

  請求人の請求及び市関係職員からの事情聴取並びに調査に基づき、次のとおり事実を 

確認しました。 

 １ 要綱等に規定される一般的事項について 

   （１）地区計画について 

         「地区計画は、都市計画法第１２条の５の規定に基づき、町丁目や街区などの比

較的小さな地区、自治会単位などの地区を対象として、地区の特性にあったきめ細

かい『まちづくりルール』を決めるもので、都市計画法上の制度である。」旨の説

明を受けました。 

 

  （２）居住者について 

      用語の定義規定である要綱第２条第２号に、「住民等」の定義に関して次のよう

に使用されています。 
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      「住民等 居住者及び土地又は家屋の所有権を有する者をいう。」 

「居住者」の解釈については、市関係職員から次の説明を受けました。 

ア 基本的な認識として国語的かつ一義的意味だけで解釈するのではなく、例えば

所得税法では、「居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上

居所を有する個人をいう。」と定められているように、法律等の目的により、相

対的に決めていくべきものと考えている。 

 

イ  地区計画等の策定は、良好な都市環境の維持、増進を図るため、特定の地区を

対象に、新たに土地利用の制限を行なうものである。したがって、所有権に代表

される私法上の財産権が一定の地域のみに制約が課されるという意味において、

財産権の不可侵を定める憲法第２９条を脅かすものであってはならないし、差別

的取扱を禁止した憲法第１４条（平等権）に反してはならない。「居住者」につ

いても、憲法を無視した解釈であってはならないのは当然である。 

 

ウ 都市計画法第２１条の２においても、「土地所有者等」は、「一人で、又は数人

共同して」市に対し、「都市計画の決定又は変更をすることを提案することがで

きる。」と定めている。これは、財産権の制約を受ける者にデュー・プロセス（法

に基づく適正手続）の機会を与え、憲法を配慮して創設されていることは明らか

である。こうした人権に配慮した解釈論は、「居住者」の解釈に当たっても当然

に妥当する。 

 

エ 仮に、土地所有者等以外の者が「居住者」として多数を占めた場合、財産権を

持たない者が財産権を持つ者の財産権を制約することが可能となる。より良い街

づくりのため、お互いが自らの財産権を制限することを甘受するのではなく、第

三者から勝手に財産権に制約が加えられることを甘受しなければならなくなる。  

地区計画の正当性は、土地所有者等が私権制限を自己決定していることに求め

られる。土地所有者等の意見が反映されないような「居住者」の解釈は、憲法上、

許されるものでない。 

 

オ 都市計画法第１６条第２項では「都市計画に定める地区計画の案は、その案に 

かかる区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を

求めて作成する。」と規定され、同法施行令第１０条の３では「土地所有者以外

で利害関係を有する者」が具体的に規定されている。同法第１６条第２項の趣旨

は、計画の効果として、当該区域内の土地の所有者等に対して、新たな制限、負

担が課せられる場合もあることから、案の策定に当たっては、区域内の土地所有

者等、利害関係を有する者の意見を求めて作成することとされている。 

 

カ 以上のように、憲法と法令の趣旨を踏まえ、まちづくり活動団体の認定の際に

「居住者」については、一般的な意味より狭義に解釈し、運用している。 
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キ 併せて、市の要綱は、「行政当局が行政の指針として制定する内部規則であっ

て、法律や条例等の委任規定に基づき定められたものではなく、それ自体法規と

しての性質をもつものではないから、補助金（助成金）の交付が要綱に違反する

からといって、直ちに違法となるものとまではいえないと解すべきである。（札幌

地裁平成１６年３月１８日判決）」と判示されているように、仮に、請求者が指摘

するように、要綱に違反する行為であったとしても、判例のとおり、当該要綱は、

行政の内部規則であって、法律や条例等の委任規定に基づき定められるものでは

なく、それ自体法規としての性質を持つものではないから、直ちに違法となるも

のではない。 

 

   （３）まちづくり活動団体の認定要件について 

     要綱第３条に次のとおり規定されています。 

    

     市長は、住みよいまちづくりを推進することを目的とする住民組織であって、

次の各号のいずれにも該当するものをまちづくり活動団体として認定することが

できる。 

（１） その活動の対象となる区域（以下「活動区域」という。）の面積がおおむ

ね０．５ヘクタール以上であるもの 

（２） その組織が、活動区域内の住民等の２分の１以上で構成され、構成員が    

１０人以上であるもの 

（３） その活動が、活動区域における地区計画等の導入を目的としているもの 

（４） その活動内容について、活動区域内の住民等に周知徹底できる態勢とな

っているもの 
 

（４）まちづくり活動団体への助成について 

     要綱第１７条及び第１８条第１項に次のとおり規定されています。 
 

ア 第１７条 市長は、まちづくり活動団体に対し、調査研究、計画策定等のま

ちづくり活動（以下「助成対象活動」という。）に必要な経費の一部としてま

ちづくり活動助成を行なうことができる。 
 

イ 第１８条 市長は、助成対象活動に要する次に掲げる費用に対して、予算の

範囲内において、１団体につき１年度において１００万円を上限とし、助成

を開始した年度から２年度を限度として助成金を交付するものとする。 

    （１） 会議のための会場借上費 

     （２） 通信費（使途が明確なものに限る。） 

     （３） 広報及び公聴に係る印刷費（原稿作成費及び紙代等を含む。） 

     （４） 役員会、総会等の会議資料作成費 

     （５） コンサルタント等委託費 

     （６） 前各号に掲げるもののほか、活動の目的を達成するために必要と認める

費用 



－5－ 

２ 検討委員会について 

    （１）認定状況について 

検討委員会は、まちづくり活動団体として平成１９年８月２０日に発足し、平成  

１９年８月２３日付けで「まちづくり団体認定申請」が市に受理され、同年８月

２８日付けでまちづくり活動団体として認定（認定番号第１９－１号）されていま

す。  

      市関係職員から「検討委員会の認定は、要綱の規定に則って、適切に判断したも

のであり、検討委員会のまちづくり活動も要綱の目的に照らし、十分公益性が認め

られる。」旨の説明を受けました。 

 

   （２）自治会の承認について  

   市関係職員から「仁川高丸自治会が、検討委員会をまちづくり活動団体として設

立の承認をしたことが自治会会則に違反しているかどうかは、市が判定する立場に

はない。当該自治会は、当然会則を踏まえて進めてこられたものと認識している。

市としては、自治会組織とは別にまちづくり活動団体を結成し、その活動に自治会

も参加していく、という今回の決定について、当該自治会が主体的な判断のもと、

適切な方法で決定されれば、自治会も参画しているものと見なすことができると考

えている。」旨の説明を受けました。 

 

（３）まちづくり活動団体としての認定要件審査について 

    以下の項目の確認により、市は検討委員会が、活動区域内の住民等の２分の１以

上で構成され、まちづくり活動団体としての認定要件に合致していると判断してい

ます。 

ア 平成１９年７月末時点での住民基本台帳から世帯数が６７４であること 

イ 登記情報から地区外に居住する代表地権者数が約１１０であること 

ウ ア及びイから約７８４を代表地権者数と類推できること 

エ 自治会会員数が５９９世帯（まちづくり推進課の台帳：６００）であること

から、代表地権者数の約７６％が自治会員であると類推できること 

      

（４）検討委員会への助成について 

  ア 第１回助成金（平成１９年度）について、次のとおりでした。 

 検討委員会からの助成申請日 平成１９年８月２８日 

 市からの助成通知日     平成１９年８月２９日 決定額 1,000,000 円  

完了実績報告書提出日        平成２０年４月 １日 

助成金の確定通知日     平成２０年４月 ８日 確定額 1,000,000 円 

助成金請求書提出日         平成２０年４月 ８日 請求額 1,000,000 円 

 市からの交付通知日     平成２０年４月１０日 交付額 1,000,000 円 

 助成金の交付日       平成２０年５月 １日 
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       イ 第２回助成金（平成２０年度）について、次のとおりでした。                                                       

検討委員会からの助成申請日 平成２０年４月 ８日 

            市からの助成通知日     平成２０年４月１１日 決定額 1,000,000 円 

完了実績報告書提出日    平成２１年４月  ６日 

助成金の確定通知日     平成２１年４月１３日 確定額 1,000,000 円 

助成金請求書提出日     平成２１年４月１３日  請求額 1,000,000 円 

市からの交付通知日     平成２１年４月１４日 交付額 1,000,000 円 

助成金の交付予定日     平成２１年５月 ７日 
 

  ３ 支出手続者について                                                        

      本件請求に係る支出手続の権限を有する職員は、次に掲げるとおりです。 

   (１) 支出負担行為権者とその根拠 

        宝塚市職務権限規程 別表第１ 共通権限事項表 「３ 財務に関すること。」   

の表中「１５ 承認された執行計画の範囲内で、次に掲げる予算の節に係る支出負   

担行為を決定すること。（１９）負担金、補助及び交付金 エその他（２５０万円未

満）」により、都市創造室長です。 
 

   (２) 支出命令権者とその根拠                                              

        宝塚市職務権限規程 別表第１ 共通権限事項表 「３ 財務に関すること。」   

の表中「１６ 支出を命令すること。（２）その他（イ）その他（５，０００万円未

満）」により、都市計画デザイン課長です。 

    

第５ 監査の結果 

 １ 結論  

     今回の請求は、以下に述べる理由により、違法若しくは不当な公金の支出に当たら

ず、請求人の求める措置の必要は認められません。 

 

 ２ 理由 

  (１) 請求人は、検討委員会の「まちづくり活動団体」としての認定に当たり、市は要

綱の一部の用語である「居住者」に対する違法若しくは不当な解釈をもって、要綱

第３条第２項の認定の条件を充足させるという不当な判断をしたと主張しています。 

要綱の一部である「居住者」について、定義規定を設けていないために、請求人

と市の解釈・運用に齟齬がありますが、今回の請求における「居住者」とは、第４

の１（２）の、都市計画法第１６条第２項に定める、地区計画案に係る区域内の「土

地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者」であるという市の主張は妥当

な判断であると考えます。 

検討委員会の認定に当たって、市は第４の２（３）のとおり、自治会の会員数を

基に、検討委員会は活動区域内の住民等の２分の１以上で構成されていると判断し、

検討委員会をまちづくり活動団体として認定しています。 

請求人も添付資料である公開質問状において、「宝塚市まちづくり基本条例の基本

理念、要綱、自治会の目的及び会則に反しないという前提が付くが、自治会を、ま
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ちづくり活動団体の後援組織と位置づけ、自治会の機能の助けを借りると、要綱第

３条第２項に定める『活動区域内の住民等の２分の１以上で構成され、構成員が  

１０人以上』と同条第４項の『その活動内容について、活動区域内の住民等に周知

徹底できる態勢となっているもの』を充足し、要綱の認定規定に反するものである

とはいえず、市当局にとっても、このことは、運用の段階における裁量権の範囲内

である。」旨の意見を述べています。 

従って、後述（３）で述べるとおり、市長には裁量権が認められていること及び

第４の１（２）の説明には妥当性があり、第４の２（３）の計算にも合理性が認め

られることから、市の要綱の運用が違法若しくは不当な判断とまではいえません。 

 

 (２) 請求人は、仁川高丸自治会は、検討委員会の設立の決定を、総会ではなく役員会

において審議、了承しているが、自治会会則にない事項の決定であり、会員から委

任を受けた事項ではない。市は、これを正当なものと判断し、当該検討委員会をま

ちづくり活動団体として認定したのは違法若しくは不当な判断であると主張してい

ますが、自治会組織を、まちづくり活動団体の基盤とすることは、第４の１（１）

の地区計画の目的からすると合理性が認められます。 

また、検討委員会をまちづくり活動団体として認定したことについては、第４の

２（２）及び（３）で市が主張しているとおり、まちづくり活動団体としての申請

に基づき、市は要綱に照らし対象団体に該当するか否かの客観的な審査と判断をし

たものであり、違法若しくは不当な判断とまではいえません。 

 

（３）請求人は、検討委員会は、まちづくり活動団体といえず、市がその団体に対し 

助成金１００万円を交付したのは違法若しくは不当な公金の支出である。また、近々

第２回目の助成金１００万円が交付されようとしているが、市の損害を防ぐ意味か

ら事前に取り消されなければならないと主張しています。 

補助金（助成金）については、地方自治法第２３２条の２で「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

されています。「『公益上必要がある場合』というのは、法律要件としては極めて抽

象的なものであり、その要件該当性については一義的に決定できるものではない。

すなわち、普通地方公共団体において何が公益であるかについては、当該地方公共

団体が置かれた経済的、社会的状況等により変わりうるものであり、当該地方公共

団体の政策的判断によらざるを得ない面があることは否定できない。･･･［中略］･･･

『公益上必要がある場合』に当たるか否かの判断については、当該地方公共団体の

長の合理的な裁量にゆだねているものと解するのが相当である（東京地裁平成１２

年３月２３日）。」と判示しており、長の裁量権を認めています。 

検討委員会による地区計画案の策定に当たっては、要綱に基づき市から交付を受

けた助成金を活用し、仁川高丸地区の地区計画案を策定するためのコンサルタント

委託や広報誌・アンケート作成等の活動費用として活用され、平成２１年４月６日

には完了実績報告書が提出されていることからも、助成金そのものが違法・不当に

使用され市に損害を与えたとは認めらません。 



－8－ 

第６ 市長に対する意見・要望                                                    

    地区計画の導入は、市民の財産に一定の制限をかける行為であり、その計画策定にお

いては地権者等の理解が不可欠です。 

今回、請求人が指摘した要綱の解釈については、明確性を欠いた点が一部あることは

否めません。 

今後、要綱の内容の整備を検討されるよう要望します。 


