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第 1 請求の要旨

1

請求の対象者
狭山市長 小谷野 剛

2

請求の趣 旨

地方 自治法第 242条 では債務負担行為 を定めてい る。普通地方公共団体が
債務 を負担する行為をす るには、予算 で債務負担行為 として定めておかなけれ
ばな らない。
債務負担行為は、契約等 で将来 にわたる債務 を負 う契約 の締結す ることを言
うが、狭 山市は入曽駅周辺整備事業 において議会 の議決を経ず、入曽駅周辺整
備事業 の計画を進 め、平成 30年 2月 9日 には西武鉄道株 式会社 と覚書を締結
した。 また、平成 31年 4月

26日

には西武鉄道株式会社 と基本協定 の締結 を

してい る。
狭山市 はこの事業 を実施にあた って、覚書及 び基本協定では事業に要す る費
用 のすべてを負担す る。 としてい るが、 これ らの覚書や基本協定の締結 につい
て事前 に議会 に説明がないばか りか、地方 自治法第 242条 による違反 し、債
務負担行為を議会での議決を経 ていない。
‐
地方 自治法第 2条 第 1項 第 16号 では 「地方公共団体は法令 に違反 してそ の
事務 を処理 してはならない。」 と定めてお り、、同第 17項 では 「前項 の規定
に違反 して行 った地方公共団体 の行為は これを無効 である」 と定めてい るこ と
か ら、契約行為 は無効 であ り、 この事業 の差 し止めを求めるものである。

第2

請求の理由

狭山市長小谷野剛 は入曽駅周辺整備事業に関 し、西武鉄道株式会社 と平成 3

0年 2月 9日 に覚書を締結 した。
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この契約第 8条 には 「狭 山市 は本事業 に要す る費用 の全てを負担 し、鉄道事
業者 の負担 を求めない もの とす る。」 と定め、基本協定書第 3条 では 「狭 山市
は、本事業に要す る費用 のすべ てを負担 し、鉄道事業者 に負担 を求めない もの
とす る。」 と定めてい る。
双方 の覚書や協定書は締結前 に事前 に議会 には報告 されず、地方 自治法で定
める債務負担行為の議決 もないまま締結 が完了 した後 で建設環境委員会 に報告
され てい るが、議会 には議案 として提 出 されてお らず、事業計画 は議会無視 で
進 めて られてい る。
請求人 は、 6月 議会 の一般質問で債務負担行為 を議決せず、将来 にわたる負
担 が生 じる覚書や協定を締結 してい ることについて違法 であると指摘 してたが、
第 3回 定例会 に も議案 が提出され ていない。
そ して、令和元年 9月 9日 には 「西武鉄道入曽駅 にお ける東西 自由通路等の
整備及び橋上駅舎化に伴 う鉄道施設 の改良に関す る基本設計その 1(調 査・概
略設計)協 定書」の締結まで行 い、総額 21,

673, 600円 の費用負担 を

す ることに も合意 してい る。
事業計画が議会 の承認 もな く、債務負担行為 も議決 しないまま、計画を進 め
てい る狭山市 のこの事業は地方 自治法違反 の行政事務執行 にあたるもので、覚
書や基本協定等 の締結 は無効 である。
従 って、 この事業 の差 し止めを請求す る。
令和元年 9月
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、

事

実

証

明

書

1、

入 曽駅周 辺整 備事業 に関す る覚書

2、

西武鉄道新宿線入 曽駅 における東西 自由通路 の整備及び
橋 上駅舎化 に伴 う鉄 道施設 の改良 に関す る基本協定書
定例会 の請求人 の一般質問会議録 (抜 粋 )

3、

令和元年度第 2

4、

西武鉄道入 曽駅 にお け る東 西 自由通路等 の整備及び

ロ

橋上駅舎化 に伴 う鉄道施設 の改良に関す る基本設計
その 1(調 査・概略設計)協 定書

