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長野県職員に関する措置請求の監査結果

第１ 監査の請求

１ 請求人

松本市旭２丁目４番16号 藤原英夫

２ 請求書の提出

請求書の提出は、平成16年３月23日である。

３ 請求の内容

提出された長野県職員措置請求書及び請求人の陳述の内容を勘案すると、請求の

要旨は次のとおりである。

請求の要旨

長野県知事は、安川英昭サイトウ・キネン・フェスティバル松本実行委員会委

員長に対して、平成４年から同14年まで毎年１億円、また平成15年には8,000万

円の支出を行った。

これは、サイトウ・キネン・フェスティバル松本実行委員会への、県の共催負

担金である。

この共催負担金は、松本市も毎年同負担金として、助成措置をとってきたもの

である。県と市の合計額は、毎年２億数千万円の巨額にのぼる。

このような多額な助成措置が、一文化事業である同実行委員会の発足した平成

４年以来、12年間にわたって毎年行われてきた。

財団法人サイトウ・キネン財団は文部科学省所管の公益法人であり、同省が理

事長を監督することはできるが、任免等の権限はなく、公の支配に属していない

私的団体である。同財団の事業である音楽祭の実行に関する事項を審議する同実

行委員会もまた公の支配に属していない。したがって、同実行委員会に対する県

の共催負担金の支出は、公金その他の公の財産が、公の支配に属しない事業に対

して支出してはならないとした憲法89条に抵触するケースである。

特に、その実態と運営、及びこの活動の為に有賀正松本市長が、新しい市民芸

術会館という元の市民会館増改築当初の趣旨を遥かに越えたところの、いわゆる

四面舞台のオペラハウスを建設した経緯からして、本件同実行委員会プロジェク

トは単なる芸術、あるいは芸術教育振興助成として、市民、あるいは県民の公金

を支出する対象としての事業目的と趣旨を凌駕した規模と性格をもつに至った。

その結果として、他の県下、同市の文化領域、特に芸術、教育等への公金助成と
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比して著しくバランスを欠き、その文化、教育の正常な発展を阻害した内容とな

ってきた。

、 、 、 、文化とか芸術 あるいはその教育分野は 優れて人間特有のものであり 地域

風土に密着して発達し発展する性質のものであるから、イベントによる成果は、

人間性の内面に日常的な生活の中からにじみでてくる教養、文化、カルチャーと

して醸成されるものである。

問題は、市県民税がその納税者に十分に精神的、物質的還元となっているかで

あり、もう十年を経過したのであるから一定の評価をするのが妥当であろう。巨

額の税金を投入し続けるに値するか、またそのプロジェクトの成果と結果がどう

かについて、納税者としての厳しい目が注がれなくてはならない。

サイトウキネンのプロジェクトが透明性に欠け、公金支出の内容と検証が不能

となっているのは、県と市から12年間で20数億円と多額に支出された経緯からし

。 、 、 、 、 、て問題であろう 納税者としては 検証 調査 定期的検査の欠如について 県

市の監査委員が不作為ではなかったか、あるいは担当者がその目標と内容を咀嚼

して成果を実証したかについて疑問を持たざるを得ない。今後のあり方として、

公金支出の透明性確保、不正不当の排除、公金とその用途の検証、即ち検査の徹

底が求められる。

憲法上の公金違法支出について、少なくとも一度は検証を試みるべきであり、

この公金を支出した知事は、違法な公金支出により長野県が被った損害を賠償す

る責任がある。

なお、その違法不当な公金支出の事実は、本監査請求より１年以上前に行われ

たものを含むけれども、何れも市民が客観的に知りえなかったものであり、本請

求が上記各行為後１年を越えて行われたことには、正当な理由がある。

よって、監査委員は、知事に対して次のように勧告することを求める。

記

知事は、長野県が上記のサイトウ・キネン・フェスティバル松本実行委員会へ

支払った公金、平成４年度から同15年度までの合計額11億8,000万円全額を、同

実行委員会から県に返還させること。

４ 請求の受理

本件請求は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という ）第242条所。

定の要件を具備しているものと認め、平成16年３月23日にこれを受理した。

５ 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項の規定により、平成16年４月26日に証拠の提

出及び陳述の機会を設けた。
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請求人は、陳述において 「長野県措置請求書－追加」により請求の趣旨の補足、

を行うとともに、事実証明書として長野県情報公開条例（平成12年長野県条例第37

号）による開示請求文書他８点を提出した。請求人の陳述の際、法第242条第７項

の規定により、監査対象機関の職員の立会いを認めた。

なお、請求人は、郵送により平成16年５月６日に、新たな事実証明書として論文

他２点並びに請求の趣旨を補足するものとして「長野県措置請求書－追加その２」

及び「長野県措置請求書－追加その３」を、平成16年５月11日に、請求の趣旨を補

足するものとして「長野県措置請求書－追加その４」を、平成16年５月14日に、新

たな事実証明書として新聞の掲載記事１点及び請求の趣旨を補足するものとして

「長野県措置請求書－追加その５」を、平成16年５月17日に、請求の趣旨を補足す

るものとして「長野県措置請求書－追加その６」を提出したが、陳述後の提出であ

るため証拠として採用しなかった。

第２ 監査の実施

１ 監査対象事項

請求の内容、事実を証する書類及び陳述の内容から判断した請求事項のうち、本

件請求より１年以上前に行われた公金支出について、請求人は「何れも市民が客観

的に知りえなかったものであり、本請求が上記各行為後１年を越えて行われたこと

には、正当な理由がある 」と主張している。。

法第242条第２項は、住民監査請求について 「当該行為のあつた日又は終わつ、

た日から１年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由

があるときは、この限りでない 」と定めている。。

「正当な理由」については、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査

を尽くした場合に、客観的に見て監査請求をするに足りる程度に当該行為を知るこ

とができたかどうか、また、当該行為を知ることができたと解される時から相当な

期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものと解される。

これを本件請求について見ると、請求の対象となっているサイトウ・キネン・フ

ェスティバル松本実行委員会への共催負担金(以下「負担金」という。)の支出につ

いては、長野県情報公開条例に基づき公文書公開請求を行えば、関係文書の公開を

受けることが可能であったといえる。

したがって、相当の注意力をもって調査すれば、客観的に見て監査請求をするに

足りる程度に本件請求に関する行為について知ることができたものと考えられる。

よって、本件請求のうち、請求書を受理した平成16年３月23日から起算して負担

金の支出日がすでに１年を経過したものについては、法第242条第２項ただし書に

規定する正当な理由があるとは認められないことから、監査の対象とならないもの



- 4 -

と判断する。

以上のことから、平成15年度の負担金の支出について監査対象とした。

２ 監査対象機関

生活環境部生活文化課について監査を実施した。

３ 監査対象機関の陳述

、 。 、監査対象機関の陳述は 平成16年４月26日に実施した 監査対象機関の陳述の際

法第242条第７項の規定により、請求人の立会いを認めた。

第３ 監査の結果

監査対象事項は、請求人が主張する違法、不当なものではなく、本件請求には、

理由がない。

以下、事実関係の確認及び判断について述べる。

１ 事実関係の確認

監査対象事項について、関係する規則等との照合、関係書類等の調査及び監査対

象機関の陳述を実施した結果、次に掲げる事項を確認した。

(1) サイトウ・キネン・フェスティバル松本について

ア 平成４年以来毎年松本市において開催されている指揮者小澤征爾氏とサイト

ウ・キネン・オーケストラによる音楽祭である。平成15年度は、平成15年８月

22日から９月14日までの24日間にわたって開催され、鑑賞者総数は５万4,348

人であった。

イ 主催は、サイトウ・キネン・フェスティバル松本実行委員会（以下「実行委

員会」という ）及び財団法人サイトウ・キネン財団（以下「サイトウ・キネ。

ン財団」という ）である。。

ウ 共催は、長野県及び松本市である。

、 、 。エ 公演内容は オーケストラ公演 オペラ公演及び室内楽コンサート等である

平成15年度は、オーケストラ公演及びオペラ公演等の公式公演が15公演行われ

た。そのうちの「ふれあいオーケストラ・コンサート」では、地元公募による

1,000人の合唱団が、サイトウ・キネン・オーケストラと共にコンサートを行

った。また、オープニングコンサート、子どものための音楽会及び街角スクリ

ーンコンサート等の関連公演が24公演行われた。

オ 開催場所は、長野県松本文化会館及び松本市音楽文化ホール等である。

カ 平成15年度における事業費の決算見込みは、９億7,404万５千円である。
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キ サイトウ・キネン・フェスティバル松本を成功させるため、平成５年にＳＫ

Ｆボランティア協会が設立されており、演奏会場の受付、案内及びグッズ販売

等の運営全般に関し、当該協会の会員がボランティア活動を行っている。平成

15年度の会員数は606人である。

(2) 実行委員会について

サイトウ・キネン・フェスティバル松本については、サイトウ・キネン財団の

寄附行為第４条において、同財団の事業として「サイトウ・キネン・オーケスト

ラによる音楽祭の開催」が定められており、同寄附行為第10条では 「本財団の、

事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て」と

。 、 、 、定められている また 同寄附行為第28条において 理事会の議決に当たっては

理事会で選出される評議員から組織される「評議員会の意見を聞かなければなら

ない 」と定められている。さらに同寄附行為第30条では 「音楽祭の実行に関す。 、

る事項を審議するため実行委員会を置く 」と定められている。。

そして、実行委員会規則第３条において 「委員会は、サイトウ・キネン財団、

寄附行為第30条に基づいて設置し、サイトウ・キネン・オーケストラによる音楽

祭を開催することを目的として、本規則に従って音楽祭開催に関するすべての必

要な事項を審議する 」と定められている。また、同規則第５条第１項では 「委。 、

、 、 、 （ ）、員会は 実行委員長１名 副実行委員長若干名 総監督 ゼネラルディレクター

委員及び事務局長によって構成する 」と定められている。。

さらに、委員の職務は、同規則第８条において 「委員は、委員会を組織し、、

第３条に定める音楽祭の実行に関する事項を審議する 」と定められており、事。

務局長の職務は、同規則第11条において 「事務局長は、音楽祭中期事業計画の、

策定、実行委員会予算の編成・執行管理、同決算、音楽祭の運営等、実行委員会

の全ての事務を掌理する 」と定められている。。

平成15年度においては、平成15年２月６日に開催された実行委員会で、平成15

年度の事業計画及び収支予算について審議がなされ、さらに同年２月21日に開催

されたサイトウ・キネン財団の評議員会の審議を経て、同日開催された同財団の

理事会で議決されている。

つまり、実行委員会は、サイトウ・キネン・フェスティバル松本の事業計画及

び収支予算案を作成し、サイトウ・キネン財団の理事会での議決を経た後、同フ

ェスティバルを実施・運営していく役割を担っている。

そして、この実行委員会の名誉会長には長野県知事が、副実行委員長には生活

環境部長が、実行委員には長野県松本文化会館館長及び生活文化課長が、それぞ

れ就任している。また、生活環境部長は、同財団の評議員にも就任している。
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(3) 負担金の支出状況について

県においては、サイトウ・キネン・フェスティバル松本が、県民に最高水準の

音楽芸術を提供するとともに、本県における音楽文化の裾野の拡大に貢献すると

認められることから、平成４年以来毎年共催することとし、負担金を支出してい

る。平成15年度の負担金に係る予算については、平成15年度長野県一般会計予算

案に計上され、県議会の審議を経て、平成15年３月18日に議決されている。その

後実行委員長から平成15年４月１日付けで共催及び共催負担金8,000万円の支出

の依頼があり、これを受けて県は、同年４月22日付けで共催承認の通知をし、同

年５月30日及び８月29日にそれぞれ4,000万円の概算払いをしている。その後、

実行委員長から平成16年３月18日付けで平成15年度事業実績報告書が提出され、

県は同年３月22日に負担金の精算をしている。精算額は8,000万円であった。当

該負担金は、サイトウ・キネン・フェスティバル松本の運営に係る経費全般に充

てられていた。

、 （ ）この負担金に係る会計処理については 財務規則 昭和42年長野県規則第２号

の規定に従い行われていることが確認された。

２ 判断

事実関係の確認に基づき、以下のとおり判断する。

本件請求において請求人は 「実行委員会に対する県の共催負担金の支出は、公、

金その他の公の財産が、公の支配に属しない事業に対して支出してはならないとし

た憲法89条に抵触するケースである 」と主張している。。

判例によると 「公の支配」については 「国又は地方公共団体等の公の権力が、 、

当該教育事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、右事業が公の利益に沿わな

い場合にはこれを是正し得る途が確保され、公の財産が濫費されることを防止し得

ることをもって足りるものというべきである。右の支配の具体的な方法は、当該事

業の目的、事業内容、運営形態等諸般の事情によって異なり、必ずしも、当該事業

の人事、予算等に公権力が直接的に関与することを要するものではないと解するの

が相当である （平成４年11月26日新潟地裁判決）とされている。また、学説に。」

おいても 「公の支配」については、判例と同様に、緩やかに、かつ広義に解する、

のが通説である。

サイトウ・キネン・フェスティバル松本については、前述のとおり、県は当初か

ら共催という立場で関わっている。また、知事以下４人の県職員が実行委員会に参

画しており、同フェスティバルが公の利益に沿わない場合には、実行委員会におい

て、県として是正を求めていくことができるものと解される。

したがって、実行委員会に対しては、県の一定の関与が及んでいるというべきで

あり、実行委員会に対する県の負担金の支出は、公の支配に属しない事業に対する
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支出に当たらないことは明らかである。

以上のことから、請求人の主張は認められない。


