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公金の不正支出（平成１１年度、平成１４年度、平成１７年度）に関する調査結果    

                                             

第１、総論 

１、足利、佐野都市計画事業毛野南部第２土地区画整理事業（以下、「本件土地

区画整理事業」という）に関連する公金支出（平成１１年度、平成１４年度、

平成１７年度）に関し、現存する関連資料、及び担当職員からのヒアリングに

より判明した事実関係は、以下のとおりである。 

第２、事実関係 

１、本件土地区画整理事業の概要 

 （１）事業全体の概要 

名称      足利、佐野都市計画事業毛野南部第２土地区画整理事業 

   施行者     足利市 

   施行地区の区域 足利市山川町、常見町、猿田町、八椚町及び鵤木町の各一    

           部 

   地区面積    ９２・２ヘクタール 

   総事業費    １３２億４０１０万円 

   都市計画決定  昭和３５年９月６日 

   事業計画の決定 昭和４９年３月３０日 

   換地処分の公告 平成１０年６月１９日  

 （２）予算の概要 

   1 事業全体の予算の概況 

収入         金１３２億４０１０万８０００円 

   ・国庫補助金      金 ８１億０２５０万００００円 

   ・保留地処分金     金 ３２億０２００万００００円 

   ・公共施設管理者負担金 金  ２億４０００万００００円 

   ・地方特定道路     金  １億３０００万００００円 
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   ・市単独費       金 １５億６５６０万８０００円 

   資金計画        金１３２億４０１０万８０００円 

① 公共施設整備費    金  ２２億１７１３万４０００円 

     内訳 

    ・都市計画道路    金  ７億９３０８万６０００円 

    ・区画道路      金 １２億９０４１万６０００円 

    ・特殊道路      金     １６０８万３０００円 

    ・公園・緑地     金    ２１８５万００００円 

    ・河川・水路     金    ９５６９万９０００円 

② 移転移設補償費    金 ８１億４８１８万７０００円          

③ 法第２条第２項    金   １億３５６６万２０００円 

④ 宅地整地費      金  １億８５９３万００００円 

⑤ その他工事費     金   ２億０３７９万６０００円 

⑥ 調査設計費      金  ５億３３６５万６０００円 

⑦ 借入金利子      金   ５億３７１５万７０００円 

⑧ 事務費        金 １２億７８５８万６０００円 

  2 平成８年度の決算の概要 

   歳入          金    ９４２６万２６８３円 

   内訳   

 財産収入           金          ４６万７２７０円   

 平成７年度からの繰越し 金    ３７０６万９７００円 

   一般財源        金    ５６７２万５７１３円  

    

歳出          金    ９４２６万２６８３円 

工事費         金    ４０４４万８１００円 

   委託料         金     ５０４万７０００円 
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   補償費         金     ５８５万８７００円 

   報酬          金      １４万３０００円  

   原材料費        金      ７６万２０００円 

   事務費         金    ４２００万３８８３円 

3 平成９年度足利市一般会計補正予算（第５号） 

   第３表  繰越明許費 

      款       項    事業名       金額（単位千円） 

   45 土木費  25 都市計画費 毛野南部第２土地     14,000 

区画整理事業関係費 

(単独事業費) 

 4 平成９年度足利市一般会計繰越明許費繰越計算書 

      款       項         事業名       金額  翌年度繰越額 

                           （円）   （円）      

45 土木費  25 都市計画費 毛野南部第２土地 

区画整理事業関係費14,000,000  13,738,700 

（単独事業費） 

２、本件土地区画整理事業の進捗状況 

（１）本件土地区画整理事業は、昭和５１年１月３１日に一括して仮換地指定通知 

が行われた。仮換地の使用収益時期に関する直接の資料は見当たらないが、関 

連資料によると、仮換地の指定の効力発生日は、昭和５１年２月６日と推定さ 

れる。  

（２）本件土地区画整理事業に関して公金支出が問題となった関係地権者、従前地、 

及び仮換地上の建物等に関する権利関係は、以下のとおりである。 

   1 地権者 甲 

      従前地                仮換地 

・足利市山川町字××○○番      ・足利市山川町○○番 
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     畑 ○○平方メートル        宅地 ○○平方メートル 

                 ・足利市山川町○○番    

                       畑  ○○平方メートル 

   2 地権者 乙 

      従前地                仮換地 

   ・足利市山川町字××○○番     ・足利市山川町○○番 

     畑  ○○平方メートル       宅地 ○○平方メートル  

   ・足利市山川町字××○○番 

     畑  ○○平方メートル 

   ・足利市山川町字××○○番 

     畑  ○○平方メートル  

   3 甲の仮換地上の乙所有の建物 

    ・足利市山川町字××○○番地 

       家屋番号    ○○番 

      木造スレート葺平家建居宅 

      床面積  ○○平方メートル 

この建物は、平成１０年８月１４日、「不存在」を原因として登記簿が閉鎖

されているが、足利市の固定資産課税台帳には、未登記建物として記載され、

現在も課税されている。 

 （３）本件土地区画整理事業は、都市計画道路等の国庫補助事業関係については

平成７年度に終了し、平成８年度に入ってからは、甲、乙間の仮換地上に存す

る建物移転に関連する問題が未処理案件として継続していたが、平成９年３月

３１日には、現地の区画整理事務所は閉鎖され（事務所の建物自体は存続して

いた）、以後は、本課の区画整理課において残務処理を行っていた。 

 なお、平成９年度の区画整理課の職員は、課長、係長、主任２名らであった。 

区画整理課では、甲、乙間の建物移転に関する未処理案件について、何とか本
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件土地区画整理事業期間内に解決を図ろうと尽力していたが、本件土地区画整

理事業の換地処分の公告がされた平成１０年６月１９日までには、甲、乙間の

建物移転問題は解決に至らず、その状況は、今日まで継続している。 

（４）本件土地区画整理事業の換地処分、換地処分の公告等 

  足利市は、平成１０年３月６日付で栃木県知事に対し、本件土地区画整理事業

の換地計画の認可申請を行ない、平成１０年３月１０日、栃木県知事は、当該

換地計画を認可した。平成１０年３月３１日、足利市は、甲、乙ら地権者に対

して換地処分通知を行ない、平成１０年６月８日、栃木県知事に換地処分完了

届を提出し、平成１０年６月１９日、栃木県知事は、換地処分の公告を行なっ

た。 

栃木県知事の換地処分の公告を受けて、足利市は、平成１０年６月２２日、宇

都宮地方法務局足利支局（以下、「法務局」という）に対し、換地処分による

登記の嘱託を行ない、登記の嘱託を受けた法務局は、甲が換地を受けた足利市

山川町○○番、○○番、乙が換地を受けた足利市山川町○○番の土地について、

同日付で換地処分の登記を行い、平成１０年９月２５日付で足利市に対し登記

を完了した通知を行なった。 

３、足利市と乙との補償契約締結、及び補償金の支出負担行為の経緯 

（１）補償契約、及び支出負担行為書作成の経緯 

本件区画整理事業の事務所は、平成４年頃から、甲の仮換地上に存する乙所有

の建物移転に関する交渉を行なっていたが、乙と近隣地権者との従来からの関

係等から建物移転に関する交渉は難航していた。 

現存する関係資料、及び当時の担当者からのヒアリングによれば、足利市と乙

との補償契約、及び支出負担行為書作成に関しては、以下の経緯で手続が進め

られていた。 

（２）平成７年度の繰越明許費繰越調書によれば、乙に対する建物移転に関する補

償金は金１１４５万６０００円であり、この補償金は、平成８年度に繰越処理
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がされているが、少なくとも平成７年度にはこの建物移転に関する件は、書類

上の処理がされている。 

（３）平成９年３月３１日付支出負担行為書の意見欄の「平成８年２月１５日契約

を行い」との記載からすれば、平成８年２月１５日付で、足利市と乙との間で、

金１１４５万６０００円の補償契約書が締結されたことが窺われるが、契約書

自体は現在見当たらない。 

建物移転に関する補償金は、補償契約書の締結がされた後、その契約書にもと

づいて支出負担行為書を作成し、移転工事が完了したことを確認して出金の処

理がされることになる。 

平成８年２月１５日付で補償契約書の締結、及び同日付で乙に対する補償金１

１４５万６０００円の支出負担行為書が作成されたが、平成７年度内には建物

移転工事は行われず、この補償金１１４５万６０００円を平成８年度の予算に

繰越すため、平成８年３月３１日、この金１１４５万６０００円の減額処理が

行なわれた。 

（４）その後、平成８年４月１日付で、予算の繰越しに伴う金１１４５万６０００

円の補償金の支出負担行為書が作成されたが、平成８年度内も建物の移転工

事を行なわれなかったため予算の執行ができず、平成９年３月３１日、支出

負担行為の取消処理を行った。 

  この取消処理の支出負担行為書の意見欄には、「平成８年２月１５日契約を行

い、繰越をし移転を催促したが現在に至って移転工事に着工しないため、契

約を破棄し改めて契約を締結したい」と記載がされていることからすると、

平成９年度は予算の繰越し処理はされなかったものと思われる。 

（５）本件区画整理事務所の事務処理は、前記２の（３）のとおり、平成９年３月

３１日に閉鎖され、以後は区画整理課で残務処理を行うことになったが、区画

整理課としては、何としても平成９年中に乙に建物移転の工事を行わせるべく

乙と交渉し、乙から平成９年６月２３日付で建物移転に関し、移転の意思があ
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る旨の回答書を得て、同日付で補償契約書を改めて締結した。この補償契約書

によれば、「平成９年９月３０日」までに建物を移転する（第３条）と約定さ

れた。 

この補償契約書は、区画整理課の主任が、事務処理が閉鎖された本件土地区画

整理事務所において、乙本人から署名、押印をもらったものである（平成１１

年３月３０日付の「乙の予算措置について」と題する文書添付の図面のメモに、

「平成９年６月２３日（月）乙が契約書に印を押す」との記載がされている）。 

この補償契約書の締結に際し、補償金積算書兼施行回議書が作成されているが、

当時、区画整理課には土地区画整理事業関係の積算担当者がいなかったため、

山辺西部土地区画整理事務所の積算担当者に起案をさせた。 

（６）ところが、乙は、その後も建物の移転工事に着手しないまま日時が経過し、

本件土地区画整理事業の換地処分の時期が迫ってきたことから、当時の区画整

理課長は、乙の妻から、平成１０年２月６日付で、同人の親族を立会人として、

平成１０年６月３０（日）迄に仮換地○○街区に家屋移転を完了して、旧地所

山川町○○、○○を更地にすることを約束致しますとの「誓約書」を提出させ、

本件土地区画整理事業の換地処分までに建物移転工事を行わせることにした。 

そして、区画整理課は、この誓約書の期日までに乙が建物の移転工事を行った

場合、金１１４５万６０００円の補償金を支払うことができるように予算上の

処理を進めるため、平成１０年３月１日付で再び補償契約書を作成した。 

この補償契約書には、平成９年６月２３日付の補償契約書には記載のなかった

「請求することができる金額」として金５７０万円の記載がされているが、な

ぜ、そのような記載がされたか関係者のヒアリングからは明らかにならなかっ

た。 

（７）この補償契約書は、当時の区画整理事業の残務処理を行っていた区画整理課

の担当主任が、当時、区画整理課、もしくは現地の本件区画整理事務所に保管

されていた乙の印鑑を使用して乙の筆跡を模造して作成したものであり、乙本
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人が関与して作成されたものではない。 

この補償契約書は、次項４の（１）の予算関係の処理のための内部資料として、

区画整理課内部で乙に無断で作成されたものである。 

４、予算関係上の処理 

（１）乙の補償金１１４５万６０００円について、平成１０年３月１日付で支出負

担行為書が作成され、その後、平成１０年３月３１日付で支出負担行為の減額

処理、さらに平成１０年４月１日付で乙に対する補償金１１４５万６０００円

の支出負担行為書が作成されている。 

  これら一連の処理は、平成１０年度中に乙に建物移転の工事を行わせて補償金

の支払いをするための予算処理と思われるが、これらの支出負担行為書のうち、

平成１０年３月１日付のものは、平成１０年４月１日付で就任した都市開発部

長の印鑑が押印されていることから、当該都市開発部長が就任した平成１０年

４月１日以降、まとめて作成された可能性が高い。 

  特に、①平成１０年３月１日付、②平成１０年３月３１日付、③平成１０年４

月１日付の３通の支出負担行為書の文書番号に同一の「２」が付されているこ

とからも、これらの支出負担行為書は、日付の年月日とは関係なく同時期に作

成されたものと考えらえる。 

  当時の都市開発部、及び区画整理課は、乙が建物移転工事を行う可能性があっ

たため、その場合に補償金の支払いができるようにするため財政上の処理をし

たものと推認される。 

（２）なお、平成９年度の繰越明許費見積書には、金１４００万円が平成９年度の

歳出予算として計上され、繰越を必要とする理由欄に、乙金１１４５万６００

０円、甲金１０４万４０００円、Ａ金１５０万円の記載がされている。 

  また、平成９年度の繰越明許費繰越調書によれば、金１３７３万８７００円が

翌年度繰越額として計上されており、その内訳として、乙金１１４５万６００

００円、甲金１１０万１４５０円、Ａ金７５万８５５０円、Ｂ金４２万２７０
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０円となっているが、これらの金額は、乙の建物の移転がされないことによる

近隣の地権者が仮換地を使用収益ができないでいる具体的な損失補償金額が

記載されたものと推認される（これらの損失補償金は、乙に対する金１１４５

万６０００円が出金されたころまでに支払いがされている）。 

（３）これらの予算は、平成１０年３月２日、平成９年度足利市一般会計補正予算

（第５号）として議会に提出された繰越明許費欄に、本件土地区画整理事業関

係費（単独事業費）金１４００万円として計上され、その後、平成１０年６月

４日、議会に提出された平成９年度足利市一般会計繰越明許費繰越計算書では、

具体的な金額として金１３７３万８７００円が計上されている。 

（４）以上のように、乙の建物移転に関する補償金は、平成１０年度中に乙が建物

移転工事を行った場合に備えて予算上の処理を行ったものと思われる。  

５、乙名義の普通預金通帳の作成、及び金１１４５万６０００円が預金された経緯 

（１）本件土地区画整理事業は、当時の足利市の方針としては、平成１０年度   

中に換地処分を行なうことになっていたので、区画整理課は、平成１０年度中

には乙に何とか建物移転工事を完了させるべく前記３の（６）のとおり、誓約

書を徴求するなどしていたが、結局、乙は平成１０年度中に建物移転工事を行

わなかった。 

（２）当時、区画整理課としては、乙に対する補償金は、予算処理上、平成１０年

中に執行しなければ、従来から予算を繰越してきた経緯、及び特に本件土地区

画整理事業に関する換地処分の公告が、平成１０年６月１９日に行われた以後、

乙関係の補償金を再び予算計上することは、議会、及び外部に本件土地区画整

理事業が一部未処理のまま換地処分を完了させたことが表面化することから、

そのようなことは回避するとともに、乙に対する補償金の確保に関する方策を

検討していた。 

（３）区画整理課は、前記（２）のとおり、乙に対する補償金は、出納閉鎖の平成

１１年５月末日までに執行しなければ、その後、この補償金を予算化すること



10 

 

は困難であること、当時、収入役預かりという従来取られていた方法が取れな

くなっていたこと、乙が建物移転工事を行った場合、予備費からの支出が可能

か等、関係部署に問い合わせるなどして種々の方策を検討し、平成１１年３月

３０日付の「乙の予算措置について」と題する文書として、検討結果を記載し

た。 

（４）区画整理課は、平成１１年度に入ってこの補償金について出納閉鎖の平成１

１年５月末日までにはこの予算処理の結論を出さなければならず、課内で検討

した結果、今後、乙が建物移転工事に着手した場合に備えてこの補償金１１４

５万６０００円を確保しておく必要があると判断し、その方法として、乙名義

の預金口座を開設してその口座に補償金１１４５万６０００円を振込み、その

預金通帳、印鑑は、都市開発部の課内で保管、管理することとした。 

区画整理課内で、そのような事情を理解して協力してもらえる金融機関を検討

したところ、担当主任の同郷の先輩が支店長をしていた市内の金融機関にお願

いすることになった。 

（５）当時の区画整理課の係長、担当主任は、平成１１年５月中旬頃、当該支店長

を訪ね、前記（４）の事情を当該支店長に説明して了解してもらい、当該金融

機関に乙名義の普通預金口座を開設して、その預金口座に区画整理課から補償

金１１４５万６０００円を振込むことにした。 

当該金融機関は、区画整理課の要請により、この乙名義の普通預金の開設、及

びこの預金の利息計算書等の通知を一切乙に行わないことを確約した。 

担当主任は、平成１１年５月１９日、当該金融機関に赴き、区画整理課で保管

していた乙の印鑑を使用して乙名義の普通預金入金票（新約用）、及び普通申

込書兼印鑑票を作成し、「口座番号○○○○○○」の乙名義の普通預金口座を

開設し、金１００円を預金した。 

その後、平成１０年度の出納整理期間（年度末から２ケ月間）内である平成１

１年５月２８日、区画整理課名でこの普通預金口座に金１１４５万６０００円
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を振込む手続が行われた。 

（６）担当主任は、平成１１年５月２８日、区画整理課から振込まれた金１１４５

万６０００円の記帳手続を行い、記帳した預金通帳を区画整理課に持ち帰って

係長に預け、都市開発部長、及び当時の区画整理課長が協議の結果、この預金

通帳は、都市計画課の総括主幹が保管、管理し、印鑑は、区画整理課で保管、

管理することになり、係長が、その旨を記載したシールを、通帳を入れる封筒

の表面に貼付した。 

この点の事実関係に関しては、関係者の供述が必ずしも一致しないが、関係資

料、及び関係者のヒアリングの結果を総合すると、この預金通帳は、都市計画

課の総括主幹が保管、管理し、印鑑は、区画整理課（平成１５年４月１日以降

は、市街地整備課）で保管、管理することになったことは、最近まで、それぞ

れで保管、管理していたことからも明らかである。 

（７）この預金通帳は、今般、庁内における一連の公金横領問題を契機として、庁

内の公金の管理の調査が行われたことから、現市街地整備課長が、預金通帳、

及び印鑑の存在を申告したことからその存在が明らかになった。 

（８）乙の建物移転工事に関する交渉は、その後も担当者が数十回にわたり乙方を

訪問して工事を要請したが、乙は依然として建物の移転工事を行わず、現在に

至っている状態である。 

６、甲に対する補償金支払いの経緯 

（１）区画整理課は、本件土地区画整理事業の換地処分を平成１０年度に控え、甲

が仮換地を受けた土地上に依然として乙の建物が存在していることから、前記

３の（５）、（６）のとおり、本件土地区画整理事業の換地処分前に建物の移転

をさせるべく乙との交渉を継続していたが、乙が自己の換地上に建物を移転し

ない状態のまま、本件土地区画整理事業は、平成１０年６月１９日に換地処分

の公告が行なわれた。 

（２）区画整理課は、換地処分後も乙と建物移転の交渉をしていたが、当時交渉を
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担当していた係長は、その際、甲から換地上の建物の移転、及び換地が使用で

きないことによる補償を求められていた。 

係長は、甲から執拗に補償を求められていたわけではないが、施行者の不手際

で甲に迷惑をかけているとの認識があり、区画整理課で甲の要求を検討した結

果、甲に対して何らかの補償をしなければならないとの判断をするに至った。 

しかし、本件土地区画整理事業上の補償に関する予算はなく、甲に対する補償

財源に苦慮した。 

そのため、区画整理課は、当時土地区画整理事業が継続している山辺西部第二

土地区画整理事業（以下、「山辺西部土地区画整理事業」という）の予算の中

から支払う以外方策がないと判断し、山辺西部土地区画整理事務所の所長に山

辺西部土地区画整理事業内の予算から甲に補償金として支出できないか相談

することにした。 

（３）平成１５年１月１０日付支出負担行為書にもとづく金１０１万０３００円の

支払いの経緯  

当時の区画整理課長、及び係長は、平成１４年７月頃、山辺西部土地区画整理

事業所を訪ね、所長に山辺西部土地区画整理事業区域内の案件として、本件土

地区画整理事業上の未処理案件となっている甲の換地の使用不能による補償

金を捻出できないか要請した。 

所長は、当初、そのような要請を断ったが、その後も係長から同様の要請が数

回なされてきたことから、所長としても本課の指示に従い、山辺西部土地区画

整理事務所の予算の中から甲に対する補償金を捻出せざるを得ないと判断し、

平成１５年１月７日、甲に対する建築物等移転補償金は、金１０１万０３００

円とする補償金算定書兼施行回議書、建築物等移転補償費個人別調書、工作物

移転補償額算定書、山辺西部第二土地区画整理事業補償金明細書を担当者に作

成させ、足利市と甲との間で、足利市が甲に対し、平成１４年度山辺西部土地

区画整理事業のため支障となっている物件等を移転のため、金１０１万０３０
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０円を支払うことを仮装し、平成１５年１月１０日付で補償契約書を作成し、

係長が甲の自宅を訪問して、甲本人から署名、押印をもらった。 

なお、この補償契約書には、当時区画整理課で保管していた足利市長の公印が

押印された。 

前記補償契約書締結後、平成１５年１月１０日付で支出負担行為書が作成され

たが、この支出負担行為書の「課長欄」に区画整理課長、所長の印鑑が押印さ

れているのは、所長が、この処理が山辺西部土地区画整理事務所だけの処理で

はなく、区画整理課の指示によるものであることを明らかにしておくために、

当時の課長に押印を求めたものである。 

その後、平成１５年１月１４日付で、甲の署名、押印がされた工事着手届、平

成１５年１月１５日付で工事完了届が作成され、これらの書類が提出されてこ

の補償金の支払いがされた。 

（４）平成１７年９月１２日付支出負担行為書にもとづく金５６万７５００円の支

払いの経緯 

市街地整備課は、先の平成１４年度中に支払いをした以後も、甲から換地上の

建物の移転、及び補償を求められたことから、先に支払いをした以後の補償を

行うことになり、当時の市街地整備課長、及び係長が、平成１７年４月頃、山

辺西部土地区画整理事務所の所長を訪ね、前回と同様の要請を行った。 

本課から要請を受けた所長は、再度の要請に躊躇していたが、その後も市街地

整備課から要請があるため、前回と同様に土地上の工作物等の撤去に関する補

償金名下に補償金を支払うことにし、平成１７年９月８日、甲に対する建築物

等移転補償金が金５６万７５００円とする補償金算定書兼施行回議書、建築物

等移転補償費個人別調書、工作物移転補償額算定書、山辺西部第二土地区画整

理事業補償金明細書を担当者に作成させ、平成１７年９月１２日付で、足利市

と甲との間で、足利市が甲に対し、平成１７年度 山辺西部土地区画整理事業

のために支障となっている物件等の移転のため、金５６万７５００円を支払う
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旨の補償契約書を作成した。 

この補償契約書の甲の署名は、前回の平成１５年１月１０日付の補償契約書の

甲の署名と明らかに異なっているが、関係者からのヒアリングでは、誰が署名

したものか明らかにならなかったが、前回と同様の方法で、甲方を訪問して処

理されたものと思われる。 

この補償契約書には、山辺西部土地区画整理事務所で保管している足利市長の

公印が使用されている。 

前記補償契約書作成後、平成１７年９月１２日付で支出負担行為書が作成され、

その後、平成１７年９月１３日付で甲の署名、押印がされた工事着手届、平成

１７年９月１６日付で甲の署名、押印がされた工事完了届が作成されている。

この甲の署名、押印が本人のものか当時の職員からのヒアリングでは明らかに

ならなかったが、補償契約書と同様の方法で行われたものと思われる。 

その後、平成１７年９月２０日付で、甲の署名、押印のある金５６万７５００

円の請求書が足利市長あてに提出され、その後間もなく口座振替でこの金額が

支払われたと思われる。 

（５）この金５６万７５００円が甲に支払われた以降は、甲に対する補償金の支払

いはされていない。 


