
 

 

 茅ヶ崎市監査委員告示第５号 

 

 

 

 平成３０年２月２０日付けで提出された茅ヶ崎市職員措置請求の監査結果に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定に基

づき、別紙のとおり請求人に通知したのでこれを公表します。 

 

 

 

  平成３０年３月３０日 

 

 

 

                 茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

                 同         池田 雄二郎 

                 同         広瀬 忠夫  
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                           平成３０年３月３０日  

 

 請求人 ●● ●●● 様 

   

                                     茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

                                     同         池田  雄二郎 

                                   同         広瀬 忠夫 

 

 

   住民監査請求の監査結果について（通知） 

 

 平成３０年２月２０日付けで提出された住民監査請求（以下「本件請求」という。）の

監査結果を、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４２条第

５項の規定により次のとおり通知します。 

 

１ 請求書の受理 

(1) 請求人及び請求人代理人  

   （請求人）    茅ヶ崎市●●●●● ●● ●●● 

     （請求人代理人） 弁護士  森 和雄 

弁護士  大森 望 

 

(2) 請求書の要件審査 

   本件請求は、平成３０年２月２０日に提出され、同日受付けしました。形式審査を

行った結果、所要の法定要件は具備していると認め、平成３０年２月２８日にこれを

受理しました。 

 

２ 監査の実施 

(1) 請求の要旨 

下水道法第１０条によれば、公共下水道の供用が開始された場合に、当該公共下

水道の排水区域内の土地の所有者等に、遅滞なく下水を公共下水道に流入させるため

に必要な排水設備を設置する義務を課されている。また、下水道法第３８条が、下水

道法に違反するものに対し、下水道管理者が必要な措置を命ずることができることを

定め、当該命令に違反したものは下水道法第４５条に定める１年以下の懲役又は 

１００万円以下の罰金に処せられるという法律の仕組みになっている。 

下水道使用料は、現実に公共下水道に排水している者のみから徴収できると考え

られているので、排水設備が設置されない状態が放置されることにより下水道使用料

の徴収もできないままということになる。 

以上の法律関係を前提にしながらも、茅ヶ崎市長は、土地の所有者等に、遅滞な

く下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しない状況が多数み
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られる。排水設備非設置土地所有者等一覧表記載の土地所有者等は、その一部として

列挙したものである。 

下水道法第１０条違反が多数あることを認識しながら茅ヶ崎市長が下水道法第 

３８条の措置命令を一切出していない現状は、公共下水道という財産につき、背後に

下水道法第４５条の罰則が控えており、一定程度の効果が期待される下水道法第３８

条の措置命令という手段があるにも拘わらずそれを行わず、下水道使用料の徴収がで

きない状態のまま放置して管理を怠るものである。下水道法第３８条が下水道管理者

に一定の裁量を与えているとしても、一切下水道法第３８条に基づく命令を出さない

茅ヶ崎市長の不作為は、裁量権を逸脱するものである。当該懈怠によって茅ヶ崎市に

は排水設備非設置土地所有者等一覧表記載の１１件で年間２１７万円の損害が生じ

ている。茅ヶ崎市には排水設備非設置所有者等が約７，０００件存在することから、 

 ２，１７０，０００÷１１×７，０００＝１，３８０，９０９，０９０ 

となり、年間１３億８,０９０万９,０９０円の損害が発生していることとなる。 

 地方自治法第２４２条第１項の規定により事実証明書を添え下水道法第３８条の

措置命令を発することを怠る事実を改めるよう請求する。 

 

排水設備非設置土地所有者等一覧表 

番号 

 

氏名・名称 

 

住所（茅ヶ崎市） 

 

損害（過去１年分の

下水道使用料） 

１ ●●●● ●●●●●● ５万円 

２ ●●●● ●●●●●● ５万円 

３ ●●●●● ●●●●●● ５万円 

４ ●●●● ●●●●●● ５万円 

５ ●●●●● ●●●●●●●● ６０万円 

６ ●●●●●●●●● ●●●●●●●●● １２万円 

７ ●●● ●●●●●●●●●● １２万円 

８ ●●●●● ●●●●●●●●●● ６０万円 

９ ●●● ●●●●●●●●● ２４万円 

１０ ●●●●●● ●●●●● ２４万円 

１１ 

 

●●●●●●●●●

●●●● 

●●●●●●● 

 

５万円 

 

計   ２１７万円 

※平成２９年１２月頃現地を調査して外観上未接続と思われるものをリストアップ

した事実証明書に基づく 

 

(2) 請求人から提出された事実を証する書面 

 資料 平成２９年１２月頃現地を調査して外観上未接続と思われるものをリスト

アップした文書 
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(3)  監査対象部課 

       下水道河川部下水道河川総務課 

  

  (4)  請求人の証拠の提出と陳述  

法第２４２条第７項の規定により、平成３０年３月８日に陳述の機会を設け、請

求人代理人により請求の要旨についての補足説明がありましたが、新たな証拠の提

出はありませんでした。  

       陳述に出席した請求人代理人 

          弁護士 大森 望 

 

  (5)  関係職員の調査及び関係資料の提出 

法第１９９条第８項の規定により、平成３０年３月１２日に関係職員の事情聴取

を行いました。 

    ア  事情聴取に出席した職員 

     下水道河川部長                  塩崎 威 

下水道河川部下水道河川総務課長          越野 明 

下水道河川部下水道河川総務課課長補佐排水指導担当 多田 千恵 

下水道河川部下水道河川総務課主事         原  史織 

イ 提出された関係資料 

関係職員の事情聴取に合わせ、下水道河川総務課より、下記のとおり６件の関

係資料の提出がありました。 

(ｱ) 住民監査請求にて請求代理人が提出した排水設備非設置土地所有者等にお   

ける実態調査 

(ｲ) 下水道分区別多量排水者（産業分類付）一覧表 

(ｳ) 平成２８年度末 茅ヶ崎市公共下水道水洗化世帯等状況表 

(ｴ) 茅ヶ崎市・寒川町の浄化槽をお使いのみなさまへ 

(ｵ) 千ノ川における水質の経年変化 

(ｶ) 排水設備設置の接続義務等に関する照会結果（本市含む県内２０市町） 

 

３ 監査の結果 

    本件請求についての監査結果は、合議により次のとおり決定しました。 

    （主文内容） 

    本件請求を却下します。 

    その理由は、次のとおりです。 

下水道法（昭和３３年法律第７９号。以下「下水道法」という。）第１０条第１項で

は、「公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の

土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従って、その土地の下水を

公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設（以下「排水設

備」という。）を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理

者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。」と規定
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しています。 

下水道法第３８条第１項では、公共下水道管理者等は、この法律の規定に違反してい

る者に対し、「必要な措置を命ずることができる。」と規定しています。また、同法第

４５条では、同法第３８条第１項の規定による公共下水道管理者等の命令に違反した者

は、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 

請求人は、本件請求において、下水道法第１０条、第３８条及び第４５条の規定を一

連の「法律の仕組み」とし、「排水設備が設置されない状態が放置されることにより下

水道使用料の徴収もできないまま」との法律関係を前提として、「下水道法１０条違反

が多数あることを認識しながら茅ヶ崎市長が下水道法３８条の措置命令を一切出してい

ない現状は、公共下水道という財産につき、背後に下水道法４５条の罰則が控えており、

一定程度の効果が期待される下水道法３８条の措置命令という手段があるにも拘わらず

それを行わず、下水道使用料の徴収ができない状態のまま放置して管理を怠るものであ

る。下水道法３８条が下水道管理者に一定の裁量を与えているとしても、一切下水道法

３８条に基づく命令を出さない茅ヶ崎市長の不作為は、裁量権を逸脱するものである。」

と主張しています。また、「当該懈怠によって」茅ヶ崎市には「排水設備非設置土地所

有者等一覧表」をもとに算定される「年間１３億８,０９０万９,０９０円の損害が発生

していることとなる。」として、「下水道法３８条の措置命令を発することを怠る事実

を改めるよう請求する。」としています。 

  このことについて陳述の中で、請求人代理人に、「下水道法３８条の措置命令を発す 

ることを怠る事実を改めるよう請求する。」とは具体的にはどのように改めることを想

定しているかを尋ねたところ、「遅滞なく命令を発するということを想定しています。」

との回答がありました。 

そこで、請求人が、茅ヶ崎市長に対し、改めるように求めている下水道法第１０条に

係る同法第３８条の措置命令（以下「措置命令」という。）を出していないことが、住

民監査請求の対象となる事項か否かについて検討します。 

    住民監査請求の対象となる事項は、法第２４２条第１項において「普通地方公共団体 

の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公

共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処

分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある（当該行為をなさ

れることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。）と認めるとき、又は違法若

しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実（以下「怠る事実」

という。）があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査

を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該

行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補塡するために必

要な措置を講ずべきことを請求することができる。」と規定しています。 

  また、住民監査請求を前置要件とする住民訴訟について、「法２４２条の２に定める 

住民訴訟は、地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とし、その対象とされる

事項は法２４２条１項に定める事項、すなわち公金の支出、財産の取得・管理・処分、

契約の締結・履行、債務その他の義務の負担、公金の賦課・徴収を怠る事実、財産の管

理を怠る事実に限られるのであり、右事項はいずれも財務会計上の行為又は事実として
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の性質を有するものである。」（最高裁平成２年４月１２日判決）とされていることか

ら、住民監査請求の対象も財務会計上の行為又は事実（以下「財務会計上の行為等」と

いう。）に限られると解されます。 

    よって、本請求が適法であるといえるためには、茅ヶ崎市長が措置命令を出していな 

いないことが公共下水道という財産の管理を怠る事実として財務会計上の行為等に当た

る場合でなければなりません。 

  また、「住民による監査請求及び訴訟の制度が、地方公共団体の行政一般が公正に行 

われることを担保するためのものでなく、地方公共団体の財務会計の公正を担保するた

めの制度であることを鑑みると、ある行為又は事実が財務会計上の行為又は事実に該当

するか否かは、その行為の結果として地方公共団体に財産的損害を与えるかどうかによ

ってではなく、当該行為又は事実自体を観察し、その性質いかんによって判断すべきも

のというべきであり、当該行為又は事実がその性質上専ら財務的処理を目的とするもの

であってはじめて財務会計上のものということができると解するのが相当である。なお、

この場合において、当該行為又は事実が専ら財務的処理を目的とするというのは、当該

行為又は事実が専ら一定の財産の財産的価値に着目し、その維持、保全、実現等を図る

ことを目的とするということであると解すべきであり、当該行為又は事実が専ら財務的

処理を目的とするものでなく他の行政目的の達成を目的とするものであっても、地方公

共団体の財産の財産的価値に何らかの影響を及ぼす場合がありうることは否定すること

ができないが、その場合は、当該行為又は事実は、財務会計上のものということはでき

ないというべきである。」（東京地裁平成元年１０月２６日判決）とされています。 

  したがって、本件で請求人が「怠る事実」として改めることを求めている「措置命令 

を出していないこと」が財務会計上の行為等に当たるというためには、本件措置命令が、

本市の公共下水道の財産的価値に着目し、その維持、保全、実現等を図る財務的処理を

目的とする場合でなければなりません。 

  そこで、本件措置命令が、財務会計上の行為等であるか否かについて考察します。請 

求人は、本件措置命令について、下水道法第１０条に違反している者に対して行うこと

を求めています。平成１３年１１月３０日の静岡地裁の判決では、下水道法第１条で同

法の目的を「都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与」などとしていることを踏ま

え、「下水道法１０条１項本文は、下水道が整備され供用開始されることを前提に、公

共下水道の利用の強制を定めているが、この規定は、公共下水道がいかに整備されても、

各家庭ないし工場等の下水が公共下水道に流入されず、依然として地表に停滞・滞留し、

又は在来の溝渠を流れていたのでは土地の浸水の防止及び清潔の保持は不可能なことで

あり、都市の健全な発達や公衆衛生の向上に寄与するという目的は達せられず、公共用

水域の水質保全を図ることもできないとの観点から設けられたものと解される。」とし

ています。 

このことから、当該規定に違反している者に対する措置命令は、本市の公共下水道の

財産的価値に着目し、専らその財産的価値の維持、保全、実現等を図る財務的処理を目

的とするものではなく、下水道法第１条の目的を達するために行われるものであるため、

この措置命令を行わないことが財務会計上の行為等に当たるとはいえません。 

    したがって、請求人の主張に基づく本請求については、財務会計上の行為等に係るも 
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のとはいえず、法第２４２条第１項に規定する請求には該当しないと判断しました。 

 なお、本件請求を検証した中で、請求人は、「茅ヶ崎市には排水設備非設置所有者等

が約７，０００件存在する」とし、茅ヶ崎市には「排水設備非設置土地所有者等一覧表」

に示された損害（過去１年分の下水道使用料）をもとに算定される「年間１３億  

８,０９０万９,０９０円の損害が発生していることとなる。」と主張していますが、関

係職員の調査では、茅ヶ崎市の公共下水道の排水区域内の排水設備非設置の世帯（以下

「排水設備非設置世帯」という。）は、平成３０年２月末現在、３，０８８世帯で、平

成２８年度の排水設備設置世帯の１世帯当たりの年間下水道使用料は、多量に排出する

事業所上位４０社を除くと約２万３千円となっていることが判明しています。このこと

から請求人の損害としている下水道使用料の金額を算定すると、 

 ３，０８８（世帯）×２３，０００（円）＝７１，０２４，０００（円） 

となり、請求人の主張する損害額とは約１３億１千万円の差があります。 

関係職員の事情聴取によると、茅ヶ崎市では、排水設備非設置世帯について、浄化槽

台帳をもとに清掃記録等を勘案して割り出していますが、この中には空き家や取り壊さ

れた家屋も含まれていることから実際の件数はさらに減少すると見込まれています。 

また、戸別訪問による啓発活動等により排水設備非設置世帯は減少しており、平成 

２８年度末の茅ヶ崎市の公共下水道の処理区域内における排水設備を設置している人口

の割合を示す水洗化普及率は９８．１６％となっています。 


