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仙台市監査委員公告第１号 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 242 条第１項の規定による請求につ

いて，同条第４項の規定により監査を行ったので，その結果について次のとお

り公表します。 

平成30年１月31日 

 

 

                  仙台市監査委員 寺 田 清 伸 

                     同    須 藤 裕 州 

                     同    倉 林 千枝子 

                     同    赤 間 次 彦 

第１ 請求のあった日 

  平成 29年 12月４日 

第２ 請求人 

  仙台市青葉区中央四丁目３－28 朝市ビル４階  

  仙台市民オンブズマン 

第３ 請求の内容 

請求の趣旨（※原文のとおり） 

第１．請求の趣旨 

 １．一般会計から高速鉄道事業会計へ無利息で貸付を行ったことによる

損害の補填を求める。 

 ２．一般会計及び仙台市債管理基金等から高速鉄道事業会計への貸付を

差し止めることを求める。 

第２．請求の理由 

１．仙台市地下鉄東西線事業の１日当たりの乗車人数は，事業認可の申

請時（平成１５年６月９日）の予想（１１万９０００人）を大幅に下

回る５万５０００人前後で推移し，高速鉄道事業会計の資金不足に対

応するため，一般会計から年間２０億円以上の補助金がつぎ込まれ，

並行して一般会計や仙台市債管理基金からの貸付が行われてきた。 
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２．請求人は平成２８年７月１３日付質問書及び平成２８年９月１２日

付質問書において，仙台市長に事業認可の申請時（平成１５年６月９

日）の予想乗車人数（１１万９０００人）と開業後の実際の乗車人数

（約５万５０００人）の著しい乖離の原因につき，「許可申請時の需要

予測の誤りが主たる原因ではないか」「乖離の原因を調査したことがあ

るか（今後するつもりがあるか）」と質問したが，仙台市長は原因を調

査したことはなく，今後も（平成３２年度の国の制度に基づく「公共

事業の完了後の事後評価」の中において精査を行うが）調査する予定

はないと回答している（甲１の１～２，甲２の１～２）。 

 

３．上記の著しい乖離の原因は許可申請時の需要予測の誤りが主たる原

因である（甲１の１の添付資料１～３）。 

 

４．仙台市交通局は地下鉄東西線の赤字による資金不足に対応するため，

企業債を発行し，その返済のために，現時点においては仙台市債管理

基金から借り入れを行っている（甲４の２）。 

 

５．しかし，需要予測の誤りが乖離の主たる原因であるならば，沿線開

発などの努力をしても地下鉄東西線の赤字からの回復と借入金の返済

は期待できず，今後も他会計や基金からの貸付金は増え続けることに

なる。 

仙台市は地方公営企業法第１８条の２第１項を根拠として従前から貸

付を行ってきたが， 

 

①適正な利息を支払わなければならないにも関わらず，無利息で貸

し付けること自体，違法・不当な貸付である（１８条の２の２項）。 

②（有利息であっても）回収可能性のない貸付であるから，その点

でも違法・不当な貸付である。 

 

６．よって，監査委員は事業認可の申請時（平成１５年６月９日）の予

想乗車人数（１１万９０００人）と開業後の実際の乗車人数（約５万

５０００人）の著しい乖離の原因を調査し， 

 

① 需要予測の誤りがなぜ起きたのか 

② 責任は誰にあるのか 
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  を明確にした上で， 

 

（１）一般会計から高速鉄道事業会計へ無利息で貸付を行ったこと

による損害の補填 

（２）今後における回収可能性のない貸付の差し止め 

 

を求める。 

 

〔請求の要旨に添付された事実を証する書面〕 

  甲第１号証の１ 仙台市長宛の公開質問書（H28.7.13付） 

甲第１号証の２ 仙台市長からの公開質問書に対する回答（H28.8.15付） 

甲第２号証の１ 仙台市長宛の第 2回公開質問書（H28.9.12付） 

甲第２号証の２ 仙台市長からの第 2回公開質問書に対する回答 

（H28.10.12付） 

甲第３号証の１ 仙台市交通局宛の質問書（H28.12.13付） 

甲第３号証の２ 仙台市交通局からの回答書（H28.12.22付） 

甲第４号証の１ 仙台市交通局宛の質問書（H29.3.3付） 

甲第４号証の２ 仙台市交通局からの回答書（H29.3.27付） 

甲第５号証の１ 仙台市交通局宛の質問書（H29.9.6付） 

甲第５号証の２ 仙台市交通局からの回答書（H29.9.27付） 

 

   （注）事実を証する書面の内容については，この監査結果への記載を省

略した。 

第４ 請求の受理 

  本件監査請求は，平成 29年 12月４日付けでこれを受理した。 

第５ 監査の実施 

  本件監査請求について，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，次のとおり監査を実施した。 

１ 請求人の証拠の提出及び陳述 

本件監査請求について，法第 242 条第６項の規定に基づき，平成 29 年 12

月 27日に証拠の提出及び陳述の機会を与えたところ，請求人が請求の要旨を

補足する陳述を行った。 
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なお，平成 30 年１月 25 日に，請求人より上記陳述の内容を補足する補充

意見書の提出があった。 

２ 監査の対象部局 

  財政局，交通局 

３ 陳述を聴取した職員 

  財政局長，財政局次長，財政課長 

交通事業管理者，総務部長，財務課長，営業課長 

４ 監査対象事項 

本件監査請求の趣旨等を勘案し，以下に掲げる事項を監査対象事項とした。 

 (1) 一般会計から高速鉄道事業会計への無利息の貸付けが，違法・不当な財

務会計上の行為に該当するか。 

 (2) 一般会計又は市債管理基金からの貸付けは，回収可能性のない違法・不

当な財務会計上の行為に該当するか。 

 

第６ 監査結果 

  本件監査請求については，合議により，次のとおり決定した。 

  本件監査請求のうち，一般会計から高速鉄道事業会計へ無利息で貸付けを

行ったことによる損害の補填については，請求要件を欠き不適法であること

からこれを却下し，今後における回収可能性のない貸付けの差止めについて

は，請求に理由がないものと認めこれを棄却する。 

 

１ 監査対象事項に係る主な事実の経過等 

 (1) 市長は，平成 10 年９月 18 日から平成 28 年３月 17 日までの間に，一般

会計から高速鉄道事業会計に対する無利息による貸付け（合計15回累計103

億 908万 5,717円（平成 27年度末現在））を行った。 

（2） 市長は，平成 15年６月９日に，国土交通大臣に対して地下鉄東西線事業

の許可申請を行った。 

（3） 平成 27年 12月６日に地下鉄東西線が開業した。 

（4） 市長は，平成 29年３月 17日に，上記（1）に係る貸付金全額の返済を受

けた。 

（5） 市長は，平成29年３月17日に，市債管理基金から高速鉄道事業会計に対

する有利息による貸付け（108億1,153万3,717円）を行った。 
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（6） 市長は，平成 29 年９月 15 日に，市債管理基金から高速鉄道事業会計に

対する有利息による貸付け（７億 4,244万 6,000円）を行った。 

 

２ 理 由 

(1) 一般会計から高速鉄道事業会計への無利息の貸付けが，違法・不当な財

務会計上の行為に該当するか。 

ア 一般会計から高速鉄道事業会計への貸付けは，概算払により平成 10年

９月 18日から平成 28年３月 17日までの間に累計 103億 908万 5,717円

が無利息により行われた（以下「本件一般会計からの貸付け」という。）。 

イ 住民監査請求は，法第 242条第２項の規定により，「当該行為のあった

日又は終わった日から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。」とされている

ことから，まずは本件一般会計からの貸付けが，同項本文に規定する監

査請求期間を経過していないかどうかが問題となる。 

ウ 法第 242 条第２項本文に規定する監査請求期間について，平成９年 11

月 26日付け仙台高等裁判所判決は，土地の賃貸借契約に基づいて本件土

地上に建物を区分所有して本件土地を占有している被控訴人らに対し，

本件土地の所有権に基づいて，本件建物を収去して本件土地を明け渡す

こと等を求めた住民訴訟において，「『当該行為のあった日』が一時的行

為のあった日を意味するのに対し，『当該行為の……終わった日』とは，

行為自体が継続して行われる場合において，その終わった日を意味する

ものと解すべきであるし，契約の効力がその終了・消滅事由が発生する

まで継続することは，何も賃貸借契約に限られるものではなく，すべて

の契約に当てはまるものであるから，控訴人ら主張のように解すること

はできない。法 242 条２項本文が監査請求に期間制限を設けたのは，地

方公共団体の執行機関又は職員の財務会計上の行為をいつまでも争い得

る状態にしておくことが法的安定の見地からみて妥当でないとの趣旨に

でたものであるところ，控訴人ら主張の見解をとると，賃貸借契約につ

いてのみ他の売買契約等と異なり，長期間契約締結の違法を主張して監

査請求をすることができることとなって，監査請求に期間制限を設けた

右の趣旨が没却されることとなり，相当でない。また，控訴人らは，そ

の監査請求は契約締結行為とともにその履行を継続していることも対象

としていたもので，賃貸借契約における履行としての『土地の賃貸』と

いう財務会計上の行為は現在も継続しているから，監査請求の期間制限

は問題とならないと主張する。しかしながら，契約の締結行為とその履

行行為とは，財務会計上の行為として別個のものであり，それぞれが独
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立して監査請求及び住民訴訟の対象となり得るものと解すべきである」

と判示している。また，本件の上告審においても，法第 242 条第２項本

文に係る仙台高裁の判断を「正当として是認することができる。」として

これを支持している（最高裁判所平成 14年 10月 15日判決）。 

エ また，本件一般会計からの貸付けは，いずれも概算払により行われて

いるが，概算払による公金の支出があった場合の住民監査請求における

起算日について，平成７年２月 21日付け最高裁判所判決は，「概算払は，

地方自治法が普通地方公共団体の支出の一方法として認めているもので

あるから（232 条の５第２項），支出金額を確定する精算手続の完了を待

つまでもなく，住民監査請求の対象となる財務会計上の行為としての公

金の支出に当たるものというべきである。そして，概算払による公金の

支出に違法又は不当の点がある場合は，債務が確定していないからとい

って，これについて監査請求をすることが妨げられる理由はない。債務

が確定した段階で精算手続として行われる財務会計上の行為に違法又は

不当な点があるならば，これについては，別途監査請求をすることがで

きるものというべきである。そうすると，概算払による公金の支出につ

いての監査請求は，当該公金の支出がされた日から一年を経過したとき

は，これをすることができないものと解するのが相当であって，これと

同旨の原審の判断は，正当として是認することができる。」と判示してい

る。 

オ これを本件監査請求についてみると，「公金の支出」としての本件一般

会計からの貸付けは，最も早い支出が，平成 10 年９月 18 日に行われて

おり，最も遅い支出は，平成 28 年３月 17 日に行われている。本件一般

会計からの貸付けの起算日をいつとみるかについて，上記ウにおける法

第 242 条第２項本文に係る判断及び上記エにおける概算払による公金の

支出があった場合の住民監査請求の起算日の判断を踏まえると，概算払

により行われた本件一般会計からの貸付けについては，貸付けの始期で

ある公金の支出日を起算日と考えるのが相当である。そうすると，本件

一般会計からの貸付けは，最も遅い貸付け日が平成 28 年３月 17 日であ

ることから，この日より１年以上経過した平成 29 年 12 月４日付けで行

われた本件監査請求は，法第 242 条第２項本文の監査請求期間を経過し

て行われた監査請求であるといえる。 

カ 次に，本件監査請求に，法 242 条第２項ただし書に規定する「正当な

理由」があるかどうかについて検討する。 

   「正当な理由」の有無については，住民が相当の注意力をもって調査

すれば客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び
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内容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されており（最高裁判所平成 14年

９月 12 日判決），情報公開条例に基づき公文書の交付を受けたことによ

り監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知ることが

できた場合においては，その交付を受けた日から約４か月が経過した後

になされた監査請求は，相当な期間内になされたものということはでき

ず，「正当な理由」があるということはできないものと解されている（最

高裁判所平成 17年 12月 15日判決）。 

また，仙台高等裁判所平成 18年２月 27日判決は，「法 242条２項所定

の「正当な理由」の有無の判断に関して，監査請求をするに足りる程度

に当該行為の存在及び内容を知ることができたときとは，監査請求をし

ようとする者が，住民として求められる相当の注意力をもってすれば認

識し得た事実及び自ら認識し得た事実に基づき，監査請求の対象となる

当該行為を何らかの指標をもって他の事項から区別し特定して認識し，

何らかの事実に基づきその違法事由を特定して疑惑を提示することがで

きる程度に至ったときを指すというべきである。」と判示している。 

   これを本件監査請求について見ると，本件一般会計からの貸付けのう

ち，最も遅い貸付けは平成 28 年３月 17 日に行われているが，当該貸付

けについては，平成 27 年度の高速鉄道事業会計に係る決算書が平成 28

年９月７日に仙台市のホームページに掲載されていることから，同日頃

には本件貸付金の支出の存在を他の支出から区別し特定して認識し，か

つ，何らかの事実に基づきその違法事由を特定して疑惑を提示すること

ができる程度に本件一般会計からの貸付金の内容を知るに至ったという

ことができるから，それから約１年２か月後の平成 29 年 12 月４日にし

た本件監査請求には，監査請求期間を経過したことにつき正当な理由が

ないものと認められる。 

   また，請求人は，本件一般会計からの貸付けについて，平成 29年３月

３日付けの文書により交通局に対し質問を行い，同年３月 27日付けの回

答文書により，本件一般会計からの貸付けが無利息により行われている

ことを認識していることは明らかである。本件監査請求は，この日から

起算したとしても，約８か月後に行われていることから，このことから

も，監査請求期間を経過したことにつき，正当な理由がないものと認め

られる。 

キ 以上のとおり，本件監査請求のうち，本件一般会計からの貸付けに係

る部分については，監査請求期間を経過したものであり，さらに，その

ことについて正当な理由があると認めることもできない。 
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   したがって，本件監査請求のうち，本件一般会計からの貸付けに係る

部分については，請求要件を欠いて不適法であるので，これを却下する

のが相当であると判断する。 

ク なお，監査委員の判断は上記キのとおりであるが，仮に本件監査請求

が監査請求期間の請求要件を具備しているとした場合，本件一般会計か

らの貸付けが適法に行われたものであるかどうかについて，念のため検

討することとする。 

(ｱ) 地方公営企業法第 18 条の２第１項に基づく本件一般会計からの貸

付けの適法性について 

① 請求人が主張するように，本市は，一般会計から高速鉄道事業会

計に対し，地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号。以下「地公企

法」という。）第 18 条の２第１項の規定により長期の貸付けを行っ

ていたことが認められる。 

② 一般会計から長期貸付けを受けた高速鉄道事業会計は，地公企法

第 18条の２第２項の規定により適正な利息を一般会計に支払わなけ

ればならないが，適正な利息とは，「非常に低利で単に名目的な利息

であっては適正なものとはいえない。逆に，市中金利等に比べて著

しく高い金利も適正とはいえない。実際上は，その企業に対する通

常の企業債の利率が適正な利息であるかどうかの一応の基準となる

のである。なお，長期貸付けに対する利息は，一定の利率をもって

必ず支払わなければならないものであり，出資に対する納付金のよ

うに利益の状況に応じて支払ったり支払わなかったりするものでは

ない。」ものと解される（関根則之「改訂 地方公営企業法逐条解説」

194頁）。また，「適正な利息とは，地方公営企業が外部の金融機関か

ら借入れをした場合に通常負担しなければならない金利とおおむね

同じような利息をいうものと考えるべきである。なお，長期貸付け

に対する利息は，一定の利率をもって支払わなければならないもの

であり，出資に対する納付金のように利益の状況に応じて支払った

り，支払わなかったりすることが認められるものではなく」（井上孝

男「現代地方財政講座５ 公営企業」64頁），「適正な利息については，

『利率については，一般の金利水準，企業債利息等を勘案して企業

の会計と貸付けを行なう会計との間の協議により定めるものである

（行実昭 41・11）』が一応の基準となるものであり，低利で名目的な

利息または市中金利に比べ著しく高い利息もいずれも適正な利息と

は考えられないものである。また，長期貸付けに対する利息は，一

定の利率をもって必ず支払わなければならないものであり，出資に
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対する納付金のように利益の状況に応じ，これを支払いまたは支払

わないということはできない」ものと解される（加賀裕「地方公営

企業の理論と実際」86頁）。なお，②において引用した書籍は，いず

れも地方公営企業法を所管する自治省（当時）職員の執筆，編集に

よるものである。  

   ③ また，地公企法第 18条の２に基づく長期貸付けに係る住民訴訟に

ついて，平成 13 年３月２日付け名古屋地方裁判所判決は，「本件貸

付けは，地公企法 18条の２に基づく長期貸付けによるものであるが，

前記のとおり，同条による長期貸付けは，適正な利息を付さなけれ

ばならないほかは，愛知県の裁量によりなし得るものである。」と判

示していることからも，地公企法第 18条の２に基づく長期貸付けに

ついては，地方公共団体の裁量の有無に関係なく適正な利息を付さ

なければならないものと解される。 

   ④ 「適正な利息」に係る規定ではないが，法第 237条第２項は，「普

通地方公共団体の財産は，条例又は議会の議決による場合でなけれ

ば，これを交換し，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，若しくは貸し付けては

ならない。」と規定している。この場合の「適正な対価」とは，「通

常は当該財産が有する市場価格（時価）をいう。」と解される（松本

英昭「新版 逐条地方自治法〔第９次改訂版〕」986 頁）。また，同条

第２項に規定する「適正な対価」につき，平成 27 年７月 29 日付け

広島地方裁判所判決は「ここでいう『適正な対価』とは，当該財産

の有する市場価格，すなわち時価を指すと解される。」と判示し，平

成７年 11 月 30 日付け東京地方裁判所判決は「右にいう適正な対価

とは，当該賃貸借における具体的な諸事情及び当該財産を貸し付け

る場合の市場価格を考慮して，相手方に不当な利益を生ぜしめない

ような客観的公正な対価として評価される額であるというべきこと

になる。」と判示している。 

⑤ 以上総合すると，「適正な利息」とは，一般の金利水準，企業債利

息等を勘案して企業の会計と貸付けを行う会計との間の協議により

定めるものであって，低利で名目的な利息又は市中金利に比べ著し

く高い利息のいずれも適正な利息とは考えられないものである。ま

た，長期貸付けに対する利息は，一定の利率をもって必ず支払わな

ければならないものであり，出資に対する納付金のように利益の状

況に応じ，これを支払わないということはできず，地方公共団体は，

その裁量の有無に関係なく適正な利息を付さなければならないもの



10 

であると解される。 

     そこで，これを本件一般会計からの貸付けについてみると，本市

は，利息について，一般の金利水準，企業債利息等を考慮すること

なく，交通事業の経営状況を勘案し，当該事業の収支が好転するま

での間は，一般会計から無利息で貸付けを行うものとして，本件貸

付けを行っていたものであるが，本件一般会計からの貸付けについ

ては，それが地公企法第 18条の２に基づくものとする限り，およそ

無利息で行われることはあり得ないのであり，適正な利息を徴収し

ていない本件一般会計からの貸付けは，地公企法の適用条項を誤っ

たものといわざるを得ない。 

(ｲ) 地公企法第 17条の３に基づく貸付けについて 

一方，地公企法第 17条の３は，「地方公共団体は，災害の復旧その

他特別の理由により必要がある場合には，一般会計又は他の特別会計

から地方公営企業の特別会計に補助をすることができる。」と規定し

ている。そこで，本件一般会計からの貸付けのうち，元金については，

既に償還が済んでいることから，利息相当分が，地公企法第 17 条の

３に基づく補助と解することができるかどうか検討する。 

平成 20 年５月 26 日付け仙台地方裁判所判決は，地公企法第 17 条

の３に基づき支出された本市における一般会計から高速鉄道事業会

計への地下鉄南北線事業の補助金について，「本件補助金の支出は，

補助を必要とするに至った理由のほか，補助の目的及び効果，補助の

規模及び態様（独立採算制の原則との乖離の程度），地方公営企業の

負担能力等の諸般の事情を総合して勘案するならば，地方公営企業の

責めに帰すべからざる要因ないし公共性の要請があるため，地方公営

企業会計において独立採算制の原則を維持しながら所要経費をまか

なうことが客観的に困難又は不適当な場合とみることが可能であり，

地公企法 17 条の３所定の「特別の理由」があるとの被告市長の判断

は是認することができる」と判示している。また，当該訴訟の控訴審

判決である平成 20年 10月 31日付け仙台高等裁判所判決は，「地公企

法 17 条の３の「特別な理由」とは，地方公営企業の責めに帰すべか

らざる要因ないし公共性の要請があるため，公営企業会計において独

立採算性の原則を維持しながら所要経費をまかなうことが客観的に

困難又は不適当な場合と解すべきであること，これを具体的に検討す

る上で，補助を必要とするに至った理由のほか，補助の目的及び効果，

補助の規模及び態様，地方公営企業の負担能力等の諸般の事情を総合

して判断すべきである」と判示している。 
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これらの判決により判示されている事項を考慮すると，本件一般会

計からの貸付けのうち，利息相当分が地公企法第 17 条の３に基づく

適法な補助であるか否かは，当該利息相当分の支出につき地公企法第

17条の３に規定する「特別な理由」があるかどうかに帰着するものと

解することができることから，以下この点におけるこれらの判決の判

断の枠組みに照らして検討する。 

   ① 補助を必要とする理由 

     一般に地下鉄事業は，地下構造物の建設に多額の投資を必要とす

る一方，地公企法により，地方公営企業は，株式による外部からの

資金調達ができないことから，地下鉄建設に要する資金財源を有利

子負債である企業債に依存せざるを得ないため，経常支出から多額

の支払利息を長期にわたり負担する必要がある。 

     また，地下鉄施設の減価償却期間よりも公営地下鉄の企業債の元

金償還期間が 20年程度短くなっていることから，当該年度の元金償

還額と減価償却費との差が資金収支に大きな影響を与え，そのため，

資本費平準化債，特例債，資本費負担緩和分企業債等の財源措置が

あるものの，開業前後の一定期間は，構造的な資金不足が発生する

ことになりやすい。 

     加えて，地下鉄事業が，単に利用者に対する交通の利便性の向上

にとどまらず，交通混雑の緩和，まちづくりの誘導，都市景観の保

全，環境負荷の低減を図ること等を目的とし，様々な行政目的に資

する公共性の高いサービスを提供することを事業の性格としている

ことを考慮すると，本来，一般会計等において負担すべき経費があ

ると考えられるが，地下鉄事業については，一般会計等において負

担すべき経費を規定する地公企法施行令第８条の５において定めら

れていないため，現行法の下においては，一般会計等の負担は補助

によらざるを得ない。 

     なお，本市の地下鉄事業が，いわゆる放漫経営に陥っていること

を伺わせる事実はない。 

② 補助の目的及び効果 

     本市の地下鉄事業は，仙台都市圏における基幹的交通機関として，

単に地下鉄利用者に対する交通の利便性の向上に役立つのみならず，

通勤・通学時の付近道路の交通混雑の緩和，都市景観の保全，二酸

化炭素排出削減等の環境負荷の軽減等を図ることなどの様々な公共

的な行政目的を有するものであり，一般会計から高速鉄道事業会計

への補助は，このような公共性の高い地下鉄事業の経営健全化と市
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民の日常の生活に不可欠なサービスの安定的供給を図ることに目的

があると解される。このような公共的な行政目的の受益者は，地下

鉄利用者に限定されないから，地下鉄利用者のみを受益者として，

運賃収入のみで地下鉄事業の経費をまかなうことは，かえって衡平

でない面もある。 

③ 補助の規模及び態様（独立採算制の原則との乖離の程度） 

本件一般会計からの貸付けにおける利息相当分が地公企法第 17条

の３に基づく補助であった場合の当該補助の規模について試算して

みる。 

市長は，平成 10 年及び平成 11 年，平成 16 年ないし平成 28 年に

本件一般会計からの貸付け（累計 103 億 908 万 5,717 円）を行って

いるが，この期間における金利について，代表的な長期金利である

長期国債（10 年国債）の応募者利回りや長期プライムレートを採用

した場合の補助の額は，長期国債の応募者利回りによる場合は 14億

8,369 万円となり，長期プライムレートによる場合は 21 億 1,302 万

円となる。本件一般会計からの貸付けの貸付期間における仙台市地

下鉄事業の収益的収入の合計は，2,391億 7,426万円であるが，当該

補助の規模は，この収益的収入の合計額のおよそ 0.6％又は 0.9％で

あるから，本件一般会計からの貸付けにおける利息相当分の補助は，

過大な規模であるとまではいい難い。 

このように，本件一般会計からの貸付けにおける利息相当分の補

助は，合理的な根拠に基づき限定されており，相当な限度を超えた

無限定な補助とはいい難く，上記補助の規模にもかんがみると，独

立採算制の原則との乖離の程度は大きくない。 

   ④ 上記(ｲ)①～③を踏まえると，本件一般会計からの貸付けにおける

利息相当分の補助については，補助を必要とするに至った理由のほ

か，補助の目的及び効果，補助の規模及び態様（独立採算制の原則

との乖離の程度）等の諸般の事情を総合して勘案するならば，地方

公営企業の責めに帰すべからざる要因ないし公共性の要請があるた

め，累積欠損金が解消されていない高速鉄道事業会計において独立

採算制の原則を維持しながら所要経費をまかなうことが客観的に困

難又は不適当な場合とみることが可能であることから，地公企法第

17条の３所定の「特別な理由」があるということはできる。 

 

(2) 一般会計又は市債管理基金からの貸付けは，回収可能性のない違法・不

当な財務会計上の行為に該当するか。 
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まず，本件一般会計からの貸付けは，既に全額回収済みであることから，

回収可能性のないことをもって違法・不当な貸付けであるという請求人の

主張には理由がない。 

次に，平成 29 年３月 17 日付け及び同年９月 15 日付けで支出した市債

管理基金から高速鉄道事業会計への貸付け（以下「本件基金からの貸付け」

という。）における回収可能性について検討する。 

 ア 仙台市市債管理基金条例（平成元年仙台市条例第１号。以下「条例」

という。）第３条第３項は，「市長は，財政上必要があると認めるときは，

確実な繰戻しの方法，期間及び利率を定めて，基金に属する現金を歳計

現金に繰り替えて運用することができる。」と規定しており，本件基金か

らの貸付けは，同項に基づき，「基金に属する現金を歳計現金に繰り替え

て運用」しているものと解される。 

イ 市債管理基金は，一般会計又は特別会計に属さず，地方自治法上「財

産」に分類されることから，本件基金からの貸付けが，「一般会計又は他

の特別会計から地方公営企業の特別会計に長期の貸付けをすることがで

きる。」とする地公企法第 18 条の２の適用を受けるかどうか定かでない

ところがある。 

しかしながら，本件基金からの貸付けが，条例に基づき財産の管理と

して行われる場合であっても，地公企法第 18条の２に基づき行われる場

合であっても，貸付けに当たっては，貸付金の回収可能性について判断

すべきことに変わりはなく，また，上記２(1)ク(ｱ)にあるとおり，地公

企法 18条の２に基づく長期貸付けは，適正な利息を付さなければならな

いほかは，地方公共団体の裁量によりなし得るものであることから，以

下，本件基金からの貸付けが条例に基づき適正に行われているかについ

て検討することとし，その中で，貸付けの決定における本市の裁量に逸

脱又は濫用があったかどうかについても併せて検討することとする。 

 ウ 条例第３条第３項の規定のうち「財政上の必要性」については，本市

における高速鉄道事業が，鉄軌道系交通機関を基軸とした集約型の新し

い都市構造を形成し，市域の均衡ある継続的な発展を支えるうえで不可

欠なものであり，また，将来にわたる安定した持続的な事業展開が何よ

り重要であることから，その必要性があるものと認識していることが認

められる。 

エ 同項の規定のうち「期間及び利率」について，「期間」は，10年間で満

期一括償還（利息については半年ごとに償還），「利率」については，基

金に属する現金の効率的な運用や本市全体で見た場合の資金調達・運用

の最適化の観点から設定したことが認められる。 
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 オ 同項の規定のうち「確実な繰戻しの方法」については，本市と交通局

との間で締結された覚書において具体的な返済方法について定めている

ことが認められるが，本件基金からの貸付けにおける回収可能性につい

ては，地下鉄東西線建設事業認可時の収支計画等を基に，今後必要な金

額の見通しを推計し，地下鉄利用促進策を講じながら，地下鉄東西線だ

けでなく，地下鉄南北線も含めた高速鉄道事業会計全体の更なる収支改

善を進めていくことで回収可能であると判断したことが伺える。このほ

か，本件基金からの貸付けにおける回収可能性については，以下のこと

が認められる。 

  （ｱ）東西線開業後１年間の実績を盛り込んだ平成 28年度決算における高

速鉄道事業会計に係る資金不足比率（地方公共団体の財政の健全化に

関する法律（平成 19年法律第 94号）第 22条に規定する資金不足比率

をいう。）の算定において，資金不足は発生しておらず，また，現金ベ

ースの考え方に基づき総務省が定めた資金不足比率の算定方法による

と，天災の発生や新路線建設のような特殊要因がない限り，高速鉄道

事業会計全体として将来的に資金不足が発生する可能性は極めて低い。 

一般に地下鉄事業については，当初の建設費に要する資金の多くを

地方債の発行で調達し，その負債を運賃収入をはじめとする毎年の収

入から返済しながら事業運営を行っていくのが基本である。そして，

建設によって得た各資産の耐用年数に応じて減価償却費を毎年費用計

上していくことになるが，減価償却費については現金の支出を伴わな

い費用であるのに対して，負債の返済原資に関しては前述の現金ベー

スで判断するのが適切であることから，減価償却前の利益をもって負

債残高の解消が可能かどうかが，回収可能性を計るうえで重要な指標

になる。これを高速鉄道事業会計全体でみると，平成 28年度決算にお

いて減価償却前経常利益が 68億円程度発生しており，今後，天災や新

路線建設等の特殊要因がない限り，企業債を含めた負債残高（平成 28

年度末時点で約 1,574 億円）が大きく増加する要因はなく，他方，運

賃収入についても安定的に見込めることから減価償却前経常利益が今

後著しく減少することは考えられず，総務省の告示に定める地下鉄事

業資産に係る平均残存耐用年数（45 年）内に負債残高を解消すること

は十分に可能である。 

(ｲ) 交通局が放漫経営をしていることを伺わせる事実はなく，むしろ地

下鉄駅業務を委託するなど経営努力を怠っていない。 

(ｳ) 合理的な根拠がある場合は，他会計からの補助を受けることも可能

である。 
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  (ｴ) 運賃の見直し等による経営改善の手法も採り得る。 

  (ｵ) 本市の地下鉄南北線のほか，他の政令市の地下鉄事業について，開

業前の需要予測と開業後の乗車人員に開きがある場合でも，経営破た

んした事例がない。 

カ 上記(2)アからオまでの事情を総合考慮すると，本件基金からの貸付け

については，開業後の決算数値等が出ていない段階で開業前の収支計画

等を基礎に貸付額等を推計し貸付けを行ったことの是非はさておき，現

時点においては，回収可能性がないとまでいえる事情はなく，また，本

件基金からの貸付けは，条例の規定に基づき適正に行われており，本件

基金からの貸付けの決定に当たり本市に裁量の逸脱又は濫用があったと

まではいえる事情もない。 

したがって，本件基金からの貸付けが回収可能性のない違法・不当な

貸付けであるとの請求人の主張には理由がない。 

最後に，今後，一般会計又は市債管理基金から高速鉄道事業会計に対

して貸付けが行われる場合の当該貸付け（以下「今後の一般会計等から

の貸付け」という。）について検討する。 

今後の一般会計等からの貸付けについては，地公企法に基づくもので

あっても条例に基づくものであっても，それが高速鉄道事業会計に対し

て行われるものである限り，根拠法令に関係なく上記オ(ｱ)～(ｵ)の事項

が認められることに変わりないから，今後の一般会計等からの貸付けに

ついても，回収可能性がないとまでいえる事情はなく，現時点において

は，請求人が求める貸付けの差止めを認める理由はない。 

 

(3) 需要予測の誤りと本件監査請求との関係について 

請求人は，一般会計等から高速鉄道事業会計への貸付けという財務会計

行為に係る損害補填及び差止めを求めているが，それに加え，先行する非

財務会計行為である需要予測の誤りがこれらの原因となっていることを

示唆している。 

需要予測の誤りという非財務会計行為の違法性が，貸付けという財務会

計行為の直接的な原因行為である場合については，需要予測の違法性が一

般会計等の貸付けの違法性に承継する場合がある。これがいわゆる「違法

性の承継」という論点であるが，違法性の承継については，無条件でこれ

を容認した場合，監査請求の対象を財務会計行為に限定した法の趣旨が没

却される恐れがある。この点につき，東京都の住民である原告らが，公立

学校の教頭のうち勧奨退職に応じ，いわゆる一日校長として任命され退職

した者に対し，都が，任命後の等級号俸に応じて算出した退職金を支給し
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たことが違法であるとして，被告知事に対し，地方自治法第 242条の２第

１項第４号（平成 14 年改正前のもの）に基づき都に代位して損害賠償を

求めた事案で，平成４年 12 月 15 日付け最高裁判所判決は，「当該職員の

財務会計上の行為をとらえて右の規定に基づく損害賠償責任を問うこと

ができるのは，たといこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合で

あっても，右原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計

法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが

相当である。」，「教育委員会がした学校その他の教育機関の職員の任免そ

の他の人事に関する処分（地方教育行政の組織及び運営に関する法律 23

条３号）については，地方公共団体の長は，右処分が著しく合理性を欠き

そのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存す

る場合でない限り，右処分を尊重しその内容に応じた財務会計上の措置を

採るべき義務があり，これを拒むことは許されないものと解するのが相当

である。」と判示している。すなわち，原因となっている先行行為が著し

く合理性を欠き，そのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得

ない瑕疵が存するときに限り，これを看過してされた後行行為は財務会計

法規上の義務に違反する違法なものとなることになる。 

この最高裁判所の判決に示された基準に従い，請求人が主張する以下の

財務会計行為ごとに違法性の承継の有無を検討し，先行行為である需要予

測の誤りが，貸付けという財務会計行為の違法性をもたらすか否かについ

て検討する。 

 ア 無利息による貸付けについて 

  (ｱ) 利息の決定は，需要予測の適否とは無関係に，市長による独立した

判断であり，無利息による貸付けの直接的な原因になっていないこと

から，その違法性が承継する余地はなく，本件監査請求における判断

対象とはならない。 

 イ 今後における回収可能性のない貸付けについて 

(ｱ) 本市は，地下鉄東西線建設事業認可時の収支計画等を基に，今後必

要な金額の見通しを推計して貸付けを行っているが，収支計画等のも

とになっているのは，事業認可時の需要予測であると思料されること

から，当該需要予測については，本件基金からの貸付けを行うに当た

っての判断材料であり原因行為となっているといえる。 

(ｲ) 一方，東西線建設事業における公金支出の差止めを求めた住民訴訟

において，平成 18 年３月 30 日付け仙台地方裁判所判決は，当該需要

予測について，「仙台市の需要予測（１日当たりの乗車人数 11 万 9000

人），建設費見積（１キロメートル当たり 190億円）には，いずれも合



17 

理性が認められるのであって，現時点において，今後大きな変更を余

儀なくされる可能性が高いとまではいえない。」と判示している。また，

当該住民訴訟の控訴審である平成 19年 10月 30日付け仙台高等裁判所

判決も，「本件許可申請の需要予測及び建設費見積りに不合理とまでい

うべき点は存在しない」と判示しており，当該高裁判決は，最高裁判

所の上告不受理の決定により確定している。 

    確かに，本件基金からの貸付けは，開業後の経営状況等を考慮して

いない点で全く疑問がないわけではないが，当該需要予測自体は，上

記訴訟における判決において合理性が認められているものである。 

したがって，東西線開業後の実績値がそれほど蓄積されていない段

階において，当該需要予測が本件基金からの貸付けの原因行為となっ

ていたとしても，それが著しく合理性を欠き，そのため予算執行の適

正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するとまではいえないことか

ら，貸付けという財務会計行為の違法性をもたらすものではない。 

(ｳ) なお，平成 32 年度には，地下鉄東西線事業の「公共事業完了後の

事後評価」が実施される予定であり，平成 32年度以後の貸付けについ

ては，当該事後評価後の収支計画等をもとにするものと思料されるこ

とから，請求人が主張する需要予測の誤りと貸付けとの間に直接的な

関係はない。  

 

(4) 事業認可時と開業後の乗車人数の著しい乖離の原因調査並びに需要予

測の誤りの原因及び責任の所在の明確化について 

請求人は，地下鉄東西線事業の事業認可時と開業後の乗車人数の著しい

乖離の原因を調査し，「需要予測の誤りがなぜ起きたのか」，「責任は誰に

あるのか」を明確にした上で必要な措置を講ずることを求めている。 

   そこで，このような請求が住民監査請求の対象となるかどうかについて

検討する。 

住民監査請求の対象となる行為については，法第 242条第１項に規定さ

れているが，住民監査請求の制度について，昭和 62年２月 20日付け最高

裁判所判決は，「住民監査請求の制度は，普通地方公共団体の財政の腐敗

防止を図り，住民全体の利益を確保する見地から，当該普通地方公共団体

の長その他の財務会計職員の違法若しくは不当な財務会計上の行為又は

怠る事実について，その監査と予防，是正等の措置とを監査委員に請求す

る権能を住民に与えたもの」と判示している。このことからも，住民監査

請求の対象となる行為は，普通地方公共団体の長等の違法又は不当な財務

会計上の行為又は怠る事実であることは明らかである。 
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また，住民監査請求の対象となる行為について，平成２年６月５日付け

最高裁判所判決は，「一定の期間にわたる当該行為等を包括して，これを

具体的に特定することなく，監査委員に監査を求めるなどの権能までを認

めたものではないと解するのが相当である。」，「住民監査請求においては，

対象とする当該行為等を監査委員が行うべき監査の端緒を与える程度に

特定すれば足りるというものではなく，当該行為等を他の事項から区別し

て特定認識できるように個別的，具体的に摘示することを要し，（中略）

監査請求書及びこれに添付された事実を証する書面の各記載，監査請求人

が提出したその他の資料等を総合しても，監査請求の対象が右の程度に具

体的に摘示されていないと認められるときは，当該監査請求は，請求の特

定を欠くものとして不適法であり，監査委員は右請求について監査をする

義務を負わないものといわなければならない。」と判示している。 

   これを本件監査請求についてみると，需要予測の誤りが貸付けの違法性

をもたらさないことは，上記(3)において判断したとおりであるが，請求

人が求める乗車人数の著しい乖離の原因調査や責任の所在の明確化につ

いては，そもそも住民監査請求の対象となる財務会計上の行為又は怠る事

実には当たらない。また，これらについて監査委員が他の事項から区別し

て特定認識できるように個別的，具体的に摘示されているとはいい難く，

探索的な監査請求を認めていない上記平成２年６月５日付け最高裁判所

判決が判示している住民監査請求の趣旨を逸脱した請求であると言わざ

るを得ない。 

 

以上のことから，本件監査請求のうち，一般会計から高速鉄道事業会計へ

無利息で貸付けを行ったことによる損害の補填については，請求要件を欠き

不適法であることからこれを却下し，今後における回収可能性のない貸付け

の差止めについては，請求に理由がないものと認めこれを棄却するのが相当

と判断する。 

 

第７ 意見 

   監査結果は以上のとおりであるが，本件に関連して，次のとおり意見

を付するものとする。 

 

   地方公共団体の一般会計から特別会計への繰入支出について，前掲の

平成 13 年３月２日付け名古屋地方裁判所判決は，「一般会計から特別会

計への繰出しは，住民全体の利益のために確保されるべき一般会計の予

算支出を減少させ，住民全体の利益を害するおそれがあると認められる。
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このような関係は，普通地方公共団体外へ違法な支出がなされて財産的

損害が発生する場合と同一であり，一般会計から特別会計への繰入支出

に関する行為がなされた段階において財産的損害が発生したと同視すべ

きである。」と判示している。 

   本件住民監査請求に係る一般会計からの無利息貸付けは，上記２(1)ク

(ｱ)のとおり，地公企法の適用条項を誤って行われたものである。たとえ

同一地方公共団体内の資金の移動であっても，それにより本市に損害を

及ぼすことがあり得ることは，上記名古屋地裁判決が示すとおりである

ことから，予算の執行に当たっては，法令に基づいた適正な事務処理を

行う必要がある。 

また，市債管理基金等から高速鉄道事業会計への貸付けについて，貸

付金額の算定，回収可能性の判断に当たっては，平成 32年度に行われる

地下鉄東西線の「公共事業完了後の事後評価」を待つだけでなく，東西

線開業後の実績値から今後の収支の伸び率を推計する等，総合的な視点

により判断を行い，より慎重かつ十分な検討を行ったうえで貸付けを行

うように努める必要がある。 

 


