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２７茅監第６３号  

                       平成２７年１２月１１日  

  

請求人 省略 

 

 

 

                                      茅ヶ崎市監査委員  森   誠一 

                                       同                  池田   雄二郎  

                                     同                  岩田 はるみ 

 

   茅ヶ崎市職員措置請求の監査結果について（通知）  

 

平成２７年１０月２０日付けで提出された茅ヶ崎市職員措置請求（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４項の規定により次のとおり通知します。  

 

１ 監査の請求 

(1) 請求人  

  省略 

 

(2) 要件審査及び請求の受理  

  本件請求は、平成２７年１０月２０日に提出され、同日収受し、所要の法定要件

を具備していると認め、平成２７年１０月２６日にこれを受理しました。  

 

２ 監査の実施 

(1) 請求の要旨 

以下に、本件請求の一部を抜粋し、原文のまま記載します。  

平成 27 年 3 月 30 日に設置した「国道 134 号沿線の活性化に関する有識者会議（以

下有識者会議と称す）」の実態は附属機関であり、「国道 134 号沿線の活性化に関す

る有識者会議設置要綱（以下設置要綱と称す）」に基づく設置は、地方自治法第 138

条の 4 第 3 項に違反する。違反の確認を求める。  
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有識者会議は附属機関及び附属機関に準ずる附属機関に該当しないにも拘わら

ず、委員に対する報償費として法令等の根拠なく違法に支払われ、市に損害を与え

たため、市長に対し委員に支払った報償費相当額 40 万円の損害賠償請求を求める。  

   

(2) 請求人から提出された事実を証する書面  

 資料１ 国道 134 号沿線の活性化に関する有識者会議講師謝礼及び国道 134 号沿線

の活性化に関する有識者会議作業部会講師謝礼  

資料２ 国道 134 号沿線の活性化に関する有識者会議設置要綱  

資料３ 国道 134 号沿線の活性化に関する有識者会議設立の趣旨  

資料４ 国道 134 号沿線の活性化に関する有識者会議まとめ  

資料５ 国道 134 号沿線の活性化に関する基本方針（素案）  

資料６ 茅ヶ崎市審議会等設置等事務取扱要綱  

資料７ 平成 27 年 7 月 16 日付け市長回答書  

     １１月１８日に新たに提出された事実を証する書面  

資料８ 茅ヶ崎ゴルフ場の利活用基本方針 抜粋  

資料９ 第１回国道１３４号沿線の活性化に関する有識者会議 次第  

資料１０ メールでの質問（平成２７年１０月１２日）  

資料１１ メールでの回答（平成２７年１１月１６日）  

 

(3) 監査対象事項  

本件請求書及び同請求書に添付された事実を証する書面並びに請求人の陳述及

び新たに提出された事実を証する書面を検討した結果、次の事項を監査対象としま

した。 

ア 国道１３４号沿線の活性化に関する有識者会議（以下「有識者会議」という。）

が法第１３８条の４第３項に規定する附属機関に該当し、国道１３４号沿線の活性

化に関する有識者会議設置要綱（以下「設置要綱」という。）による設置は違法で

あるか。 

イ 有識者会議の委員に対する報償費による謝礼の支出は、違法な公金の支出である

か。  

ウ 有識者会議の委員に対する支出済の報償費について、市に損害が生じたか。 

 

(4) 監査対象部課  
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      企画部企画経営課  

 

(5) 請求人の証拠の提出と陳述   

法第２４２条第６項の規定により、平成２７年１１月１８日に陳述の機会を設け、

請求人により本件請求についての補足説明があり、新たに資料８から資料１１まで

の４点の事実を証する書面の提出がありました。   

      陳述に出席した請求人 

        省略  

      

(6) 関係資料及び関係職員の調査 

事実関係を確認するために、平成２７年１０月２６日付けで有識者会議に関係す

る資料の提出を求め、同月３０日に次のとおり資料の提出がありました。  

また、法第１９９条第８項の規定により、平成２７年１１月１８日に関係職員の

事情聴取を行いました。  

      事情聴取に出席した職員 

    副市長 山﨑 正美、企画部長 秋元 一正、企画経営課長 添田 信三、  

企画経営課企画経営担当 菊地 篤 

事情聴取の内容は、次のとおりです。  

ア 有識者会議の設置にあたり、附属機関として条例制定の検討はしなかったのです

か。また、請求人は有識者会議設立の趣旨を根拠に法第１３８条の４第３項の規定

する附属機関に該当すると主張しています。このことを踏まえ、法第１３８条の４

第３項をどのように解釈しているかお聞かせください。 

＜回答＞ 

本件の有識者会議は、調停、審査、諮問又は調査しその結果を有識者相互に合議

する会議体ではないことから、法第１３８条の４第３項に規定する附属機関には該

No 課名  フォルダー名 保存期間 

１  秘書広報課 助成申請書・助成結果報告書（２６年度）  ５年  

２  農業水産課 国道１３４号沿線地域活性化施設計画（２６年度）  １０年 

３  産業振興課 国道１３４号沿線の活性化に関する有識者会議  移管禁 

４  〃  国道１３４号沿線の活性化に関する有識者会議作業部会 ５年  

５  企画経営課 国道１３４号沿線活性化有識者会議  １０年 
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当しないと考えております。そうしたことから、条例ではなく、定数や議決方法等

について定めない要綱を根拠としているものです。  

 

イ 茅ヶ崎市審議会等設置等事務取扱要綱第２条では、「審議会等」を定義していま

すが、有識者会議が附属機関でも準ずる機関でもないとすると、この「審議会等」

との違いをお聞かせください。  

＜回答＞ 

本件の有識者会議は、行政として個別具体な課題に対応するための方針等を検討

するにあたり、行政職員のみでは見落としがちな視点を補完するとともに、より広

範な知見を活用することを目的として、学識経験者や当該行政課題に関して高い知

見を有する市民から、意見を聴取するために設置したもので、準ずる機関として設

置される会議体とは、別のものと認識しています。  

 

ウ 有識者会議の委員の報償費については有識者会議設置要綱（以下「設置要綱」と

いう。）にも定められていませんが、報償費１万円はどのように決定したのか、算

出根拠もあわせてお聞かせください。また、このような機関の委員に対し、謝礼を

支払う根拠が定められているかお聞かせください。  

＜回答＞ 

有識者会議に対して支出した経費については、有識者個々の知見を聴取する性格

を有するものであることから、アドバイザーに対する謝礼として報償費を支出して

います。 

また、謝礼を支払う根拠については明文化しておりませんが、本件支出は、有識

者が本市に提供した役務の対価として支払ったものであり、予算編成における予算

要求基準での報償費の積算基準である講師謝礼１時間あたり２万円以内であり、か

つ「茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に規

定する委員等の日額を考慮して算出したものです。  

 

エ 設置要綱には委員の任期についての規定がありませんが、引き続き定期的に意見

を聞いているのか、現在有識者会議はどのようになっているのかお聞かせください。 

＜回答＞ 

平成２７年３月３０日に施行された「国道１３４号沿線の活性化に関する有識者

会議設置要綱」では、その目的を有識者から意見を聴取するためとしており、本市
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としてパブリックコメントを実施する段階で一定の目的が達成されたことから、本

年８月２７日に要綱の廃止をしています。  

 

オ 有識者会議を設置するにあたって、各市でこのような住民監査請求が出されてい

ることは認識されていたかお聞かせください。  

＜回答＞ 

この会議自体が意見を聴取する会議体という認識でした。他都市で住民監査請求

が出されていることは認識していましたが、本有識者会議は、附属機関には当たら

ないことから別のものと認識していました。  

 

カ 茅ヶ崎市では、有識者会議のように要綱で設置されている機関がほかにもあるか

お聞かせください。  

また、それらが法第１３８条の４第３項に該当するかどうか、そういう検討もさ

れているかもお聞かせください。  

＜回答＞ 

企画経営課で把握しているもので、要綱により設置しているものは、１１機関あ

ります。これらの機関について、今後、その運営方法や会議体のあり方をしっかり

検証した中で、附属機関として位置付けるべきものは条例化を図ってまいります。 

 

３ 監査の結果 

(1) 事実関係の確認 

ア 有識者会議の設置に係る経緯等について  

（ｱ) 設置の目的について 

    第１回目の有識者会議資料として委員に配付され、請求人からも事実を証する書

面として提出のありました資料３「国道１３４号沿線の活性化に関する有識者会議

設立の趣旨」によりますと、有識者会議の設立趣旨は「本市のシンボルであり、 最

大の魅力ある資源である海岸線、国道１３４号沿線では、様々な土地利用の動きが

進みつつある。 ・・・中略・・・ そのため、前述の大きな社会変化を踏まえた

うえで中長期的視点に立って、国道１３４号沿線をひとつの線、面として捉え、そ

のあり方、目指すべき方向を検討するため、これまで関連の計画に携われた方々、

関係団体、学識経験者等による有識者会議を立ち上げるものである。この有識者会

議は、幅広い意見交換を行い、一定の考え方を報告書として提案するもので、本市
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はその提案を受けて、国道１３４号沿線の活性化に関する基本方針をまとめ、個々

の計画に反映させていくこととする。」とされています。     

また、請求人から提出のありました資料２「国道１３４号沿線の活性化に関する

有識者会議設置要綱」第 1 条の目的において、「茅ヶ崎市域内の国道１３４号沿線

においては、茅ヶ崎海岸グランドプランや道の駅整備事業等、連携を図ることで効

果的な事業展開が図られる事業計画があることから、各事業の機能分担や事業間の

連携方策等について有識者から意見を聴取するために 、国道１３４号沿線の活性

化に関する有識者会議を設置する。」とされています。 

    有識者会議が、国道１３４号沿線の活性化に関する一定の考え方をとりまとめ、

「国道１３４号沿線の活性化に関する有識者会議まとめ」（以下「有識者会議まと

め」という。）として市長に提案し、市はこれを受け、「国道１３４号沿線の活性化

に関する基本方針（素案）」（以下「基本方針（素案）」という。）を策定するという

過程が示されています。 

 

（ｲ）  所掌事項について  

    設置要綱第２条に規定する有識者会議の所掌事項は、茅ヶ崎市域内の国道１３４

号沿線における今後の土地利用のあり方及び各事業の機能分担や連携方策に関し

て、意見を聴取するものとされています。 

 

（ｳ) 委員の選出・構成・任期等について  

    関係職員からの事情聴取や関係資料の確認では、有識者会議の設置にあたっては、

その目的に鑑み、適当であると思われる人物を長の裁量のもとに選任し、平成２７

年３月１９日付け副市長決裁により、設置要綱が制定され、同月３０日に施行され

ています。 

有識者会議については、国道１３４号沿線に関連する計画として、「茅ヶ崎海岸

グランドプラン」や「柳島アクションプラン」、神奈川県が実施した「サーフ９０

の実行委員会」に携わった方や商工、観光、漁協、農業の関係団体、本市のまちづ

くり（都市計画審議会）や包括的な計画（総合計画審議会）に携わった学識者の計

９名で構成されています。 

また、作業部会については、有識者会議の委員の中において当該地周辺を対象と

した計画の作成や実行に携わった方３名で構成されています。 

任期については、設置要綱に規定はありませんが、８月に国道１３４号沿線の活
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性化に関する一定の考え方をとりまとめたことにより、所期の目的を達成したとし

て、８月２７日付け企画部長決裁により、設置要綱が廃止されています。 

      

(ｴ) 報償費について  

設置要綱には、有識者会議の委員に対する謝礼に関する規定はありませんが、委

員が提供した意見等の役務に対する対価として、有識者会議への出席者一人１回当

たり１万円を報償費による謝礼として支出されています。 

なお、謝礼の額については、関係職員からの事情聴取によりますと、予算編成に

おける予算要求基準での報償費の積算基準である講師謝礼１時間あたり２万円以

内で、かつ、茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例に規定する委員等の日額報酬を考慮して算出したものとされています。 

 

イ 有識者会議の活動状況及び謝礼の支出について  

提出された関係資料によりますと、次のとおり有識者会議及び作業部会が全８回

開催され、延べ４０人の委員が出席し、合計４０万円が報償費による謝礼として委

員に支払われています。 

 

 

 

 

会議 開催日時 議題
出席
人数

支払額
支出負担
行為日

支払日

第１回
有識者会議

平成２７年３月３０日（月）
　１８時から２０時まで

(1)　本会議の進め方について
(2)　現在の課題と関連計画等

8 80,000 3月18日 4月24日

第２回
有識者会議

平成２７年４月２７日（月）
　１８時から２０時まで

(1)　国道１３４号沿線を取り巻く環境とポテンシャルについて
(2)　観光資源としてのポテンシャルについて
(3)　沿線地域の将来像について

9 90,000 4月20日 6月4日

第１回
作業部会

平成２７年５月２７日（水）
　１８時から２０時まで

(1)　作業部会の進め方について
(2)　国道１３４号沿線の活性化に関する意見交換について

3 30,000 5月15日 6月25日

第２回
作業部会

平成２７年６月１２日（金）
　１８時から２０時まで

(1)　国道１３４号沿線の活性化に関する意見交換について 3 30,000 6月2日 6月30日

第３回
作業部会

平成２７年６月２３日（火）
　１１時から１２時まで

(1)　作業部会での意見交換まとめの確認について 3 30,000 6月15日 7月10日

第３回
有識者会議

平成２７年７月１３日（月）
　１８時から２０時まで

(1)　市外から見た茅ヶ崎の魅力について
(2)　作業部会報告
(3)　国道１３４号沿線地域の将来像について

7 70,000 6月15日 8月6日

第４回
作業部会

平成２７年７月３１日（金）
　１０時から１１時４０分まで

(1)　作業部会でのまとめについて 3 30,000 7月17日 8月24日

第４回
有識者会議

平成２７年８月７日（金）
　１８時から１９時まで

(1)　これまでのご意見について
(2)　国道１３４号沿線の活性化に関する有識者会議のまとめ

4 40,000 8月3日 8月31日
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(2) 監査委員の判断 

ア 附属機関の該当性について  

裁判所の判断として、平成１４年１月３０日さいたま地方裁判所平成１１年（行

ウ）第８号では『法第１３８条の４第３項は「普通地方公共団体は、法律又は条例

の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審

議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。」

と規定している。この規定にいう「附属機関」とは、執行機関の要請により、行政

執行のために必要な資料の提供等行政執行の前提として必要な審査、諮問、調査等

を行うことを職務とする機関を総称するものであって、その名称は問わないもので

あり、また、そこにいう「審査」とは、特定の事項について判定ないし結論を導き

出すために内容を調べること、「諮問」とは、特定の事項について意見を求めること

を指す比較的広い外延を有する概念である。更に、この規定は、附属機関は法律又

は条例の定めるところにより設置することを要し、それより下位の行政の内部規律、

例えば決裁により制定される要綱などで設置することを許さない趣旨を含むものと

解される。附属機関の設置は、法令に特別の定めがない限り、各執行機関において

規則、規程その他の内部規律に基づいて任意に行うことができるものとされていた

従来の取扱いを改め、今後は、行政組織の一環をなす附属機関の設置は、すべて条

例に定めなければならないこととする趣旨で本条が新設された経緯（昭和２７年８

月法律第３０６号）からみても、このように解するのが相当である。』との判決が示

されています。 

また、地方財務実務提要（地方自治制度研究会編集）では「実際においては、法

律又は条例に根拠を置かない、いわゆる私的諮問機関と呼ばれるものが存在してい

るようです。長が私的に学識経験者などから個別的に意見をきくことは、事実上の

問題としては許されるべきでしょうが、これらの者を一堂に集めて意見をきくとい

うような段階になりますと、もはや自治法上の附属機関との区別が明確ではなくな

ってきます。この場合、自治法は、相当の程度において組織化された形のものは法

律又は条例により設置すべきものとしていると考えるべきであり、相当程度以上組

織化されながら法律又は条例に根拠を置いていないものは違法なものといえるでし

ょう。」との見解が示されています。 

このように、附属機関の該当性に関する判決や見解等が示されている中で、有識

者会議が、法第１３８条の４第３項に規定する附属機関に該当するか否かを判断し

ます。 
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関係職員からの聴取によりますと、有識者会議は、行政として個別具体な課題に

対応するための方針等を検討するにあたり、行政職員のみでは見落としがちな視点

を補完するとともに、より広範な知見を活用することを目的として、学識経験者や

当該行政課題に関して高い知見を有する市民から、意見を聴取するために設置した

もので、茅ヶ崎市審議会等設置等事務取扱要綱（平成２６年４月１日施行）の第２

条に規定する「審議会等」（附属機関、附属機関に準ずる機関）とは、別のものと認

識していると主張しています。 

しかしながら、前記事実関係を確認したところ、有識者会議は、国道１３４号沿

線の活性化に関する基本方針の策定に関する事項を調査・検討し、有識者会議まと

めとして意見を集約しています。市はこれを受け、有識者会議まとめとほぼ同様の

内容の基本方針（素案）を策定し、８月２７日から９月２６日までパブリックコメ

ントを実施する過程を経ています。 

また、有識者会議は、本市の執行機関の補助職員以外の外部の有識者である学識

経験者や各種関係団体の代表者等から構成され、委員の互選による委員長を代表と

する組織体であり、合議体としての意見決定機能が伺え、また、執行機関である企

画部企画経営課において有識者会議の庶務を処理するなど、附属機関と同様な機能

を有していると言えます。 

このような実態からすれば、有識者会議は、執行機関の要請により、基本方針（素

案）を策定するという行政執行のために、必要な資料の提供等行政執行の前提とし

て必要な諮問、調査等を行う法第１３８条の４第３項に規定する附属機関であると

認められ、違法に設置された存在と判断せざるを得ません。 

 

イ 支出の違法性について  

有識者会議は、法第１３８条の４第３項に規定する附属機関に該当すると解すべ

きことは前記のとおりです。 

法第２０３条の２第１項において「普通地方公共団体は、その委員会の委員、非

常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の

委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、

開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員（短時間勤務職

員を除く。）に対し、報酬を支給しなければならない。」と定めるとともに、同条第

４項において「報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めな

ければならない。」と定め、法第１３８条の４第３項に規定する附属機関の委員に対
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する報酬は、条例の規定に基づいて支給しなければならないとしています。したが

って、有識者会議の委員に対する報酬を条例の規定に基づくことなく、これと異な

る報償費による謝礼として支出したことは、違法な公金の支出があったと判断せざ

るを得ません。 

 

ウ 損害の有無について  

有識者会議の委員に支出した報償費については、違法な公金の支出にあたるのは

前記のとおりですが、そのことによって、本市に損害が生じたか否かを判断する必

要があります。 

住民監査請求は、財務会計上の違法又は不当な職員の行為が当該地方公共団体に

財産的損失を与え、又は与えるおそれのある場合において、当該行為を是正するこ

と、又は当該行為の執行を未然に防止することを目的としてなされるものであり、

最高裁判所判決平成６年９月８日(行ツ)第９７号において、「たとえ違法・不当な行

為又は怠る事実があるにしても、市に損害をもたらさない行為は住民監査請求の対

象にはならない。」との判断が示されています。 

報償費は、一般的に役務の提供などによって受けた利益に対する対価として支出

されるものです。委員が有識者会議に出席し、その任務を遂行していることは有識

者会議まとめや議事録等からも認めることができ、市は実際に役務の提供を受けて

いるので、委員に対し対価の支払い義務を負っており、委員に謝礼を支出したこと

は合理性を欠くものではありません。 

また、一回あたり２時間程度の会議の出席につき１万円の謝礼が支出されていま

すが、その額についても「茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例」第 1 条の別表第１に規定する附属機関の日額報酬を考慮して算出

したものであり、役務についての対価としては妥当性を欠くものではなく、社会通

念上も不当な水準にあるとは言えません。 

したがって、前記のとおり報償費による謝礼の支出が違法な公金の支出であった

としても、このことをもって本市に損害が生じたとは言えないと判断しました。 

 

エ 結論 

有識者会議は、法第１３８条の４第３項に規定する附属機関に該当する組織体と

認めるのが相当と判断せざるを得ず、また、有識者会議の委員への報償費による謝

礼の支出は、違法な公金の支出と判断せざるを得ません。しかしながら、当該報償
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費は、役務の提供などによって受けた利益に対する対価として支出されたもので、

有識者会議の委員に対し、謝礼を支出したことによって本市に損害が生じたとは言

えず、市長に損害賠償責任はないと判断しました。 

よって、本件請求には、理由がないものと判断し、これを棄却します。  

 

４ 市長に対する監査委員の意見 

  本件請求に係る有識者会議は、平成２７年８月２７日付けで設置要綱が廃止され、

既に解散されていますが、現在要綱により施行している他の附属機関に準ずる機関に

ついても、実態をよく精査したうえで、実質的に附属機関と同様な活動を行っている

ものは条例による設置を検討し、附属機関に該当しないものについては、附属機関と

の相違点があいまいにならないようあらためて検証することを要望します。  

また、新たに審議会等を設置する場合には、法第１３８条の４第３項の趣旨に反す

ることなく、法令の解釈や裁判所の判例等に留意するよう要望します。  

 

 

 


