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第１ 監査の請求  
１ 請求人         北区 

北区 

 
２ 請求書の提出    平成２２年１０月１５日  

 
３ 請求対象職員   北区長及び北区まちづくり部工事課長 

 
４ 請求の内容  

請求人が提出した「東京都北区職員措置請求書」による請求の要旨及び措置請求は

次のとおりである。 

（１）請求の要旨 

① 柳田公園の再生整備が十分な周知と十分な話合いをしないまま計画策定され、

工事開始している。 
・柳田公園の再生整備にあたり、住民参加を目的に平成２０年１０月２５日から

翌年１月１０日まで計４回のデザインワークショップが開催された。しかしそ

のデザインワークショップの開催周知は十分なものではなかった。北区は、公

園の再整備などについて住民参加を各条例で規定しているにもかかわらず、十

分に行わなかった。一部町会のみにしか案内しない手法での再生整備計画は、

明らかな行政の不作為であり、現状の柳田公園再生整備計画には区民の意見が

十分に反映されていない。 
・工事のチラシをポストに投函したということだが、見た覚えもない。周知とい

う点に関しては問題があったのではないか。 
・学童保育児童を対象に柳田公園のアンケートを実施しているが、ほぼ毎日、週

２～３回以上使っている、を合わせて対象児童の３０％しかこの柳田公園を使

っていない。しかもそのアンケートの内容が柳田公園についてのアンケートと

しての体をなしていないものであり、非常に不十分である。 
② デザインワークショップの問題点と大型遊具等に係る無駄な財政上の支出が不

当である。 
・「やなぎだこうえん通信 第１号」では、「古くなってしまって使いづらい遊具」

と記載し、デザインワークショップへの参加を呼びかけていた。大変誘導的な

手法で告知され、また、「すべり台付き大型遊具」について保存価値があるかど

うかの十分な話合いが無いまま、撤去の結論にいたっている。また、デザイン

ワークショップには、一部の地域区民のみが参加し、「大型遊具」の利用住民の

意見が反映されず、十分な意見の集約が無いまま計画策定されている。 
・柳田公園の再生整備では、新規に複合遊具を設置予定であるが、現在設置さ   

れている「大型遊具」が、現在の安全基準に則った形で保全されれば、新規の

複合遊具は必要の無い設備であり、撤去と新遊具の設置は無駄な財政上の支出

である。また、壊すと決めた遊具を塗り替えたり、破損したところを直したり
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しているのは、理解しがたい。 
・公園遊具の調査から、コンクリート遊具判定Ｄであり撤去したほうがよいとい

うことだが、対策をとれば複合遊具としての機能は十分果たせる。愛着のある

この遊具を撤去して、個性のない遊具にするという予算の使い方は非常にいか

がなものか。既に塗り替えて欠けている部分を直すという予算を使っているの

で、新しい遊具を設置するのではなく、今あるものを生かしてほしい。 
・再生整備計画では、ほぼ同じ場所に柵だけを新しくしたような砂場ができる。

なぜ、砂場を壊して新しく作るのか。公金支出に関しては、不明な点が多い計

画になっている。 
③ 柳田公園の再生整備の計画において、東京都北区都市景観づくり条例に違反す

る手法で工事開始している。 
・北区長は、東京都北区都市景観づくり条例を基に置かれた「北区都市景観づく

り審議会」の意見と、区民の投票を基に、北区景観百選に「柳田公園」を認定

した。しかし柳田公園の再生整備計画において、「北区都市景観づくり審議会」

に対して何の報告、意見も求めず、工事開始している。 
・デザインワークショップでは、柳田公園が北区景観百選に選ばれている事が伏

せられ、結論に至っている。 
・北区景観百選で表彰、認定された公園を再生整備する際は、十分な周知と話合

いが必要であることは東京都北区都市景観づくり条例の趣旨から当然の事であ

る。東京都北区都市景観づくり条例、北区都市景観づくり審議会に対して一切

の配慮が無いのは重大な不作為である。 
・柳田公園再生整備工事では既存の桜を１本残して、全ての桜を既に伐採してい

る。「北区内で一番早く桜が咲くことで有名です。」として投票された公園の景

観は、再生整備工事で著しく棄損される。公園内の大型遊具も地域ではランド

スケープとして認識され、景観を構成する個性的で重要な設備で、これも撤去

予定となっている。 
・区民の投票結果を踏まえて認定された北区景観百選の公園の特徴は北区の財産

といえるが、再生整備工事ではそれが十分管理されていない。 
④ 東京都北区都市景観づくり条例を無視した状態で職務遂行することは、地方公

務員法第３０条に違反している。 
・北区まちづくり部工事課は、柳田公園再生整備計画にどのような手段を選ぶか

の裁量権があるも、本件においては「東京都北区都市景観づくり条例」と「北

区都市景観づくり審議会」を全く無視した状態で策定しており、裁量権の濫用

の可能性、不当な乱用を疑うに十分な状況である。 
・条例無視の状態で職務遂行することは、地方公務員法第３０条に違反する。北

区長、工事課長は、その責任を果たす措置を講ずるべきである。 
⑤ 北区基本構想、北区基本計画、北区中期計画、都市緑地法、北区緑の基本計画、

東京都北区みどりの条例、東京都景観条例等に違反する問題がある。 
・柳田公園再生整備工事は既存の個性的な公園の特徴を破壊し、環境緑化を後進
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させるもので北区基本構想の施策の方向に反している。 
・大型遊具は、景観を構成する個性的で重要な設備であり、北区の個性にかかわ

る大切な構造物である。 
・都市緑地法に基づき、北区が策定した「北区緑の基本計画」では、「（景観形成）

北区の個性を引き立てる緑づくり」との方針を掲げていて、緑を保全する施策

として「地域の緑の保全」を掲げている。東京都北区みどりの条例ではみどり

の保護と育成に関し必要な事項を定めることにより、区、区民及び事業者が一

体となって地域の緑化の推進を図るとある。 
・しかし、柳田公園再生整備工事では、既存樹木を大量に伐採し、また景観を大

きく変更予定であり、以上の法律、条例等に違反して工事が開始されている。 
 緑化面積を著しく減らし、地域のランドスケープになっている大型遊具を撤去

し、どこにでもあるような特徴の無い公園へと再生整備する事は北区の財産の

管理を怠る事実といえ、地方財政法第８条に抵触もしくは違法な疑いもある。 
・柳田公園の再生整備で大きく変わるところは、多目的広場ができるところであ

る。同じ王子一丁目には王子駅前公園、飛鳥山公園にも多目的広場が設置され

ているのに、なぜ柳田公園に多目的広場を作らなければならないのか。平成 
２０年度北区緑の実態調査報告書によると、８２．７％であった柳田公園の緑

化率は、今回３３％になってしまう。 
・北区基本計画のなかで、「季節感あふれる公園づくり、その地域の特色を生か

した公園づくりを推進します」とあるが、まさに桜、そして、この大型遊具が

なくなってしまうのは、いかがなものか。また、柳田公園が北区中期計画では、

まちなかのお花畑整備事業として、季節感あふれる草花の植栽を中心に整備を

進めるとして位置づけられている。今回この再生整備計画で果たして、このよ

うな趣旨に基づいて予算が使われるのかどうかというのは、疑問を感じる。 
 ・東京都景観条例では、「特定行為を行おうとする者は、地域住民に対し事業の

説明をする場合は、当該説明の際に景観に関する事項を説明しなければならな

い」とあるが、柳田公園が北区景観百選に認定されているという説明が一切な

かった。東京都景観条例をないがしろにした状態で再生整備計画が進められて

いるのではないか。 
（２） 請求する措置 

① 大型遊具の撤去工事の差し止めを請求する。 
既に工事開始されて、１０月２０日から大型遊具の撤去が開始予定となってい

る。回復の困難な損害を避けるため、工事の暫定的停止勧告及び工事の差し止め

を請求する。 
② 北区職員の不当な行為の是正を請求する。 

北区長、工事課長による不当な行為等により住民として損失を被ることを防止

するために、住民全体の利益を確保する見地から、北区職員の不当な行為の是正

を求め、柳田公園の再生整備計画見直し勧告を請求する。 
③ 東京都北区都市景観づくり条例に関して怠る事実の違法確認を請求する。 
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柳田公園再生整備について、北区長、工事課長に対する「東京都北区都市景観

づくり条例」に関しての怠る事実の違法確認を請求する。 
④ 違法または不当な怠る事実を改め、法律、条例に反する部分の財政支出を返還

することを請求する。 
柳田公園再生整備問題により発生した、違法または不当な怠る事実につき改め

ることと、本件損害の補填に必要な措置を講ずることを請求し、柳田公園再生整

備工事において、法律、条例に反する部分の財政支出として返還すべき事の勧告

を請求する。 
 

５ 請求の要件審査  

 本件請求については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）    
第２４２条の所定の要件を具備しているものと認め、平成２２年１０月１５日付でこれ

を受理した。  

 
第２ 監査の実施  

１ 監査対象事項 

    柳田公園再生整備工事に要する経費の支出を監査対象とした。 

    柳田公園再生整備工事（契約番号：平成２２年度第１３４３－０号） 

履行場所  北区王子１－２０ 

      契約日   平成２２年８月２３日 

      履行期間  平成２２年８月２４日～平成２３年３月１８日 

      契約金額  １２６，０００，０００円 

      支出済額   ５０，４００，０００円 

（工事前払金 平成２２年９月６日支出） 

     支出が相当の確実さで予測される額 

            ７５，６００，０００円 

なお、当該工事に先立つ柳田公園再生整備計画について当該工事の違法性若しくは

不当性を検証するうえで必要な範囲を監査対象とした。 

 
※ 請求人から、柳田公園再生整備基本設計委託（№７）（契約番号：平成２０年度

第１４４５－０号 契約日：平成２０年８月１１日）に係る経費の支出についても

監査対象とするよう請求があったが、契約金額の支出日（平成２１年３月１３日）

から１年を経過しているため、監査対象としなかった。 

 
２ 監査対象部  

 まちづくり部（工事課・都市計画課・道路公園課）及び生活環境部（環境課） 

 
３ 請求人の証拠の提出及び陳述 
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法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２２年１１月４日に、新たな証拠の提出

及び陳述の機会を設けた。請求人２名が出席し、２名から陳述があった。また、請求

人から証拠として新たな資料の提出があった。 

 
４ 見解の提出 

監査対象部に対し関係資料の提出を求めるとともに、平成２２年１１月１０日まで

に、請求人の主張に対する見解の提出を求めた。両部から１１月１０日に見解の提出が

あった。また、不明な点については、随時、監査対象部担当職員に対し説明を求めた。 

 
５ 現地調査 

  平成２２年１０月２７日に、工事中の柳田公園の現地調査を行った。 

 
６ 監査対象部の見解 

【まちづくり部】 

（１）柳田公園の位置づけ 

柳田公園は、面積約 0.23ha で都市公園法の街区公園である。街区公園は標準面積

0.25ha で「主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とし、街区内に

居住する者が容易に利用することができるような公園」と定義され、参考となる誘

致距離標準は 250m である。 

  柳田公園は東京都により昭和 26 年に開園され、昭和 28 年に北区に移管された。

その後幾度か改修されたが、「北区基本計画 2005」で、経年等により老朽化した公

園を季節感あふれる草花の植栽を中心に大規模な再整備が必要とされる公園と位置

づけられた。「北区中期計画（平成 17 年度～19 年度）」では、平成 19 年度に整備予

定と計画された。その後、平成 20 年度基本設計、21 年度実施設計、22 年度整備工

事と計画変更された。 

（２）再整備計画の策定及び周知について 

区民主体の身近な公園づくりを進めるため、公園再整備の計画策定段階からワー

クショップの手法を活用した。ワークショップ参加者の募集や討議内容については、

「やなぎだこうえん通信」を作成し、1 号から 5 号まで発行した。「やなぎだこうえ

ん通信」は街区公園誘致距離標準を参考に、3町会（王子 1 丁目町会・王子 2 丁目町

会・豊島 1 丁目町会）に回覧した（資料 6－1）。また、町会回覧だけでなく公園現地

南東にあるパーゴラの柱に回覧期間にあわせて掲示していた（資料 6－2）。さらに、

「やなぎだこうえん通信」には、工事課連絡先の電話番号や E メールアドレスも記

載されており、ワークショップに参加できなくても意見や要望を伝える方法を記し

ている。 

また、子供の意見要望を参考にするため、公園近隣の２つの学童クラブ（王子こ

どもクラブと柳田みどりクラブ）にアンケートを依頼した。アンケート回答結果か

ら、1 回でも利用した事のある回答は 94%で、当該大型遊具の写真も載せてあること

から、有効な資料と考える。ワークショップでまとまったイメージプランは、この
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アンケート結果も踏まえたものである。 

ワークショップの中で述べられた主な要望は、①防犯上、不審者対策から見通し

の良い明るい公園にしたい、②災害時に活用できる多目的広場や災害トイレが必要、

③放置自転車や放置バイクを置けないようにしたい等であった。多目的広場は、誰

でも様々な用途に利用できる広場で、災害時には一時避難場所や救護所、給水や食

事・物資の配付等々に活用可能な貴重な広場となる。区としても災害時に利用可能

な広場を充実することが必要と考えた。 

請負業者決定後の工事周知状況は、現地看板の掲示、ちらしの町会回覧や沿道家

屋へのポスト配付を実施した（資料 6－3）。 

以上のことから、再整備計画の策定及び周知が不適切であったとは考えていない。 

（３）遊具等の再活用について 

大型遊具は、平成 21 年 2 月 18 日に遊具安全点検を実施し、機能はＤ判定（撤去

もしくは使用禁止）、塗装はＣ判定（全体塗装が必要）であった。撤去することは 1

年半後の再整備工事のなかで実施し、それまでの期間の利用ができるよう、コンク

リート欠け補修及び全体塗装工事を平成21年3月11日～18日で実施した。これは、

利用者の安全性及び利便性の確保を考えた措置であり、無駄な工事とは考えていな

い。 

大型遊具を現在の安全基準に適合させるには、①滑り台上部の転落防止柵の設置、 

②滑り台上部にガイドバーの設置、③クライム部転落時危険あり（階段・枠への接

触の可能性あり）、④倉庫扉の改良（扉レールの撤去）等が必要である。③④の改良

工事は可能であるが、構造上①と②は鉄骨等の遊具本体構造体の状態が不明なため

困難と判断している。 

旧砂場は、排水管が無く水はけが良くなかった。また、コンクリート製の縁石が

低いため、土砂混じりの雨水が流入しやすい構造であった。新砂場は、排水管の敷

設と縁石を周囲より 10cm 高く計画している。 

（４）北区都市景観づくり条例との関連について 

  北区都市景観づくり条例は、豊かな都市文化と美しいまちをつくることを目的と

して、必要な事項を定めたものである。第 3 条で、区長の責務として、この条例の

目的を達成するための努力義務について列挙している。また、第 5 条で、「この条例

は、関係者の財産権その他の権利を尊重するとともに、他の公益との調整に留意し

て、運用しなければならない。」としている。柳田公園は、防犯上、安全上等の観点

から、再整備が必要であるとともに、北区景観百選ガイドブックの中で「人々のふ

れあいやまちのにぎわいのある景観」に位置づけられており、今回の再整備計画は、

その趣旨に沿った計画であると考えている。 

  北区景観百選は、平成 9 年に区民投票を行い、その結果を参考に平成 10 年に都市

景観づくり審議会で選定したものである。北区都市景観づくり条例では、選定され

た景観の改修について、都市景観づくり審議会への付議を義務づけていないため、

条例に違反するものでない。 

（５）地方公務員法第 30 条違反という主張について 
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柳田公園再整備計画に携わる職員に、請求者の主張する地方公務員法第 30 条違反

があったとは考えていない。 

（６）桜の維持及び北区緑の基本計画、みどりの条例との関連について 

  公園には時代に即した様々な利用方法や目的があり、20 年前の桜の根もとの工事

は必要性があったものと考える。しかし、通り抜けの人が多く歩くため、柔らかい

砂や土が流れてしまい、その後に踏み固まってしまったものと推測される。現在は、

通り抜け利用が多いという実態に合う、使いやすい公園にするためにも、再整備が

必要であると考える。  

既存樹木は、極力保存の方向で検討し高木は 16 本残す計画である。しかし、根の

生育が悪いもの、老木で樹勢が弱いもの、見通しや広場整備等の理由もあり、高木

31 本の伐採を実施した。しかし、新たに中木を 12 本、低木 3,138 株を新植する予定

である。 

公園再整備計画は、ワークショップを行い地域の皆様の意見要望を踏まえたもの

であり、条例基準を超える緑化面積を計画していることからも、みどりの条例に違

反しているとは考えていない。 

以上のことから、本件柳田公園再整備工事に要する経費の支出は適法であると考

える。 

 
【生活環境部】 

（１）北区緑の基本計画・北区みどりの条例の考え方 

  ア 北区緑の基本計画 

北区緑の基本計画は都市緑地法及び北区みどりの条例に基づき策定された緑の

視点によるまちづくりの指針です。本計画では、区、区民、事業者に計画の実現

に努めることを求めていますが、義務を課す内容は含まれていません。 

緑の基本計画で柳田公園を含む地域について図示している個所は資料 7－1 に示

した部分です。 

   イ 北区みどりの条例 

本条例では、第 15 条で公共施設の緑化について努力義務を課しています。また

同施行規則第 12 条・別表第二で公共施設の緑化基準を定めています。 

この基準については、条例第 20 条の計画書で審査することになります。第 20

条では計画書の提出と区長の認定を受けることを義務付けており、この計画書の

認定を受けずに開発行為等を行おうとするもの又は当該計画書の内容に違反若し

くは履行しないものに対し、是正の勧告をできるとしています。なお、第 24 条で

は、この条例の規定に違反したものについて、違反事実を公表することができる

としています。 

     施行規則別表第二では当該公園の緑化率は 30％以上となっています。 

（２）東京都北区職員措置請求書五・六に対する見解 

ア 緑の基本計画に関する見解 

緑の基本計画では、「基本方針」に＜景観形成＞～北区の個性を引き立てる緑づ
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くりの項目があります。また、緑を保全する施策として「地域の緑の保全」、緑を

創出する施策として「地域緑化の推進」を掲げています。ただし、いずれの項目

でも、柳田公園に直接該当する内容については記述していません。 

緑を創出する施策として掲げた「個性ある公園づくり」の項は公園整備の考え方

を示したものであり、個別の公園を特定した記述はありません（資料 7－2 参照）。 

緑の創出に関する計画図「方策別計画図 2．創出」では「地区計画・緑化地域制

度等により緑の拡大を図る地域」を図示していますが、既存の公園については具

体的な施策を求めているわけではありません。ただし、公園については、ワーク

ショップ等での地域住民の要望を踏まえたうえで、可能な限り緑の拡大に寄与す

ることは求められると考えています。 

イ 東京都北区みどりの条例に関する問題 

柳田公園再整備に係る北区みどりの条例に基づく計画書は平成 22 年 10 月 27

日に提出されましたが、緑化面積は 33.62％確保されており、条例に違反する事実

は確認できません。 

 
第３ 監査の結果  
  監査の結果、本件請求については、合議により次のように決定した。 

 
  本件請求に理由がないものと認める。 

 
  以下、判断理由について述べる。 

 法第２４２条に定める住民監査請求は、地方公共団体の長又は職員等の違法若しくは不

当な公金の支出等の財務会計上の行為、又は違法若しくは不当に財産の管理等を怠る事実

を対象行為としている。 

 本件請求の対象となっている柳田公園再生整備工事は、北区中期計画に基づき実施され

る工事であり、当該工事に係る財務会計上の行為については、議会の議決を経た予算の範

囲内で、東京都北区契約事務規則等に基づき適正に契約や支出行為がなされており、違法

性や不当性は認められない。 

 
 次に、請求人が主張する柳田公園再生整備工事に関連する法令その他の手続き等の違法

性、不当性及び暫定的停止勧告について判断する。 
 １ 柳田公園再生整備計画は、十分な周知と話合いのもとに計画策定されたか否か。 
   請求人は、区が柳田公園再生整備基本設計を実施するにあたって行ったデザインワ

ークショップ（計４回実施）の周知が、一部町会のみにしか案内しない手法で行われ

たのは行政の不作為であり、現状の柳田公園再生整備計画には区民の意見が十分に反

映されていない、と主張している。 
   これに対し監査対象部から提出された資料によれば、デザインワークショップ参加

者の募集や討議内容の周知は、１号から５号まで「やなぎだこうえん通信」を発行し、

柳田公園が街区公園であることから街区公園の誘致距離標準（２５０ｍ）を参考に、
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周辺３町会に回覧と掲示板への掲示を依頼するとともに、公園内に掲示することによ

り行った。また、「やなぎだこうえん通信」には、ワークショップに参加できなくても

意見や要望を伝えられるよう連絡先の電話番号やＥメールアドレスを記載した、との

ことである。 
   さらに、請求人は、計画策定のための意見収集として行った学童保育児童に対する

柳田公園に関するアンケートについて、対象児童のうち週２～３日以上使っている児

童の合計が全体の３０％しかなく、不十分なアンケートであったと主張している。併

せて、「工事のお知らせ」について見た覚えがないとし、周知が不十分だったと主張す

るが、アンケートについては、対象児童の大多数が当該公園を利用した事がある（注）

ことから、また、「工事のお知らせ」については、工事に影響のある沿道家屋への配布

であることから、監査対象部の見解は妥当であると判断する。 
なお、住民への周知等の手法や程度が十分か否かについては、それ自体は法２４２

条に規定する財務会計行為に該当するものではなく、また、再生整備工事等に係る財

務会計行為の違法性又は不当性に直接結びつくものではないので、請求人の主張には

理由がない。 
 
（注）柳田公園アンケートは、王子こどもクラブ及び柳田みどりクラブに在籍する児   

童を対象に行われ、７５人から回答を得た。 
  利用頻度では、「ほぼ毎日」６％、「週２～３回」２４％、「週１回」２５％、「月

２～３回」１１％、「１回でも利用したことがある」２８％であり、「利用したこと

がない」が６％であった。 
 
 ２ 大型遊具・砂場に係る財政上の支出は不当であるか否か。 
   請求人は、柳田公園に設置されている「滑り台つき大型遊具」の保存についてデザ

インワークショップで話し合いがなされなかったことに問題があり、大型遊具は現在

の安全基準には適合していないが、対策をとれば機能を果たせるのに、それを撤去し

新しい遊具を設置することは無駄であり、また、撤去と決めた遊具を塗装や補修をし

たことは不当である、と主張している。 
   デザインワークショップは、平成２０年１０月から平成２１年１月の間に計４回実

施され、公園遊具の調査は平成２１年２月に、また、大型遊具塗装工事は同年３月に

行われた。 
公園遊具の調査において当該大型遊具は、機能はＤ判定（撤去若しくは使用禁止）、

塗装はＣ判定（全体塗装が必要）であった。 
   大型遊具を現在の安全基準に適合させるには、①滑り台上部に転落防止柵の設置、

②滑り台上部にガイドバーの設置、③クライム部転落危険の解消、④倉庫扉の改良及

び扉レールの撤去、等が必要であるが、監査対象部は、③及び④の工事は可能である

が、①及び②については鉄骨等の遊具本体構造体の状態が不明なため困難としている。

請求人は、大型遊具の撤去と新遊具の設置にかかる費用を無駄な財政上の支出と主張

しているが、大型遊具の老朽化や安全基準に適合させることの困難性を考えると、そ
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の支出について不当と判断することはできない。また、大型遊具の保存を討議のテー

マとしなかったことも不当と判断することはできない。 
 次に、平成２１年３月に行われた大型遊具の塗装及び補修については、撤去が再生

整備工事の中で行われることから、それまでの期間、利用者の安全性を確保するため、

コンクリート欠け補修及び全体塗装工事を実施したものであり、不当とする理由はな

い。 
 なお、砂場の撤去及び新設についても請求人から疑問が呈されているが、排水の改

良と雨水流入の防止対策が必要との監査対象部の見解には理由があると判断する。 
従って、大型遊具等に係る財政上の支出に関する請求人の主張には理由がない。 

 
 ３ 東京都北区都市景観づくり条例に違反するか否か 
   請求人は、柳田公園が、北区都市景観づくり審議会の意見と区民の投票をもとに北

区景観百選に認定されているにもかかわらず、北区都市景観づくり審議会に対して何

の報告及び意見も求めず、デザインワークショップではそのことが伏せられ結論が出

されたことは重大な不作為であり、また、柳田公園の北区景観百選の景観となってい

る桜の伐採及び大型遊具の撤去は、東京都北区都市景観づくり条例に違反する、と主

張している。 
   しかしながら、東京都北区都市景観づくり条例は、豊かな都市文化と美しいまちを

つくることを目的とし、第３条で、区長の責務として、この条例の目的を達成するた

めの努力義務について定めており、第５条では「この条例は、関係者の財産権その他

の権利を尊重するとともに、他の公益との調整に留意して、運用しなければならない。」

とし、この条例の運用にあたっては、他の公益との調整に留意すべきことを明記して

いる。 
柳田公園は、デザインワークショップでの検討等を踏まえ、防犯上及び安全上の観

点から安全性という公益を確保するため、見通しのよい明るい公園としての再整備が

必要と判断されたもので、東京都北区都市景観づくり条例に違反するものではない。 
   また、東京都北区都市景観づくり条例では、北区景観百選に選定された景観の改修

について、北区都市景観づくり審議会への付議を義務付けていない。 
   従って、本件に関する請求人の主張には理由がない。 
 
 ４ 地方公務員法第３０条に違反しているか否か。 
   請求人は、北区まちづくり部工事課は、東京都北区都市景観づくり条例と北区都市

景観づくり審議会を無視した状態で計画しており、条例違反の状態で職務を遂行する

ことは、地方公務員法第３０条に違反している、と主張している。 
   しかしながら、柳田公園再生整備計画及び再生整備工事は、前記３のとおり、東京

都北区都市景観づくり条例に違反するものではない。従って、担当職員は、地方公務

員法第３２条（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務）に違反するものではなく、

また、請求人の主張するように同法第３０条（服務の根本基準）に違反するものでも

ないため、請求人の主張には理由がない。 



 １１

 
 ５ 北区緑の基本計画、東京都北区みどりの条例に違反しているか否か。 
   請求人は、東京都北区みどりの条例では、みどりの保護と育成に関し必要な事項を

定めることにより、区、区民及び事業者が一体となって地域の緑化の推進を図るとあ

るが、柳田公園再生整備工事では、既存樹木を大量に伐採し、また、景観を大きく変

更することを予定しており、東京都北区みどりの条例等に違反して工事が開始されて

いる、と主張している。 
   しかしながら、北区緑の基本計画は、区政の基本的指針として北区に関連する計画

の策定や事業の実施にあたって尊重すべきものである北区基本構想を踏まえ、都市緑

地法及び東京都北区みどりの条例に基づき策定された関連計画で、緑の視点によるま

ちづくりの指針として、区、区民及び事業者に計画の実現に努めることを求めている

が、義務を課すものではない。 
   東京都北区みどりの条例では、第１５条で公共施設の緑化について努力義務を課し、

同施行規則で公共施設の緑化基準を定めている。この緑化基準によれば、街区公園の

緑化率は３０％以上となっている。柳田公園再生整備計画においては、緑地面積は 
３３．６２％確保されており、東京都北区みどりの条例に則った計画となっている。 

   従って、請求人の主張には理由がない。 
 
 ６ 請求する措置についての判断 
 （１）暫定的停止勧告について 
    本件請求では、柳田公園再生整備工事により行われる大型遊具の撤去工事につい

て、法２４２条第３項の規定に基づき暫定的停止勧告を行うことを求めている。 
暫定的停止勧告は、「当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、

当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復困難な損害を避けるため緊急の

必要があり、かつ、当該行為を停止することによって人の生命又は身体に対する重

大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めると

き」に、停止の勧告ができるものである。 
    従って、本件請求については、判断理由で述べたとおり、柳田公園再生整備工事

及び当該工事に先立つ柳田公園再生整備計画について、違法であると思料するに足

りる相当な理由があると認められないため、暫定的停止勧告は行わなかった。 
 （２）その他の請求事項について 

 以上のことから、柳田公園再生整備工事及び当該工事に先立つ柳田公園再生整備

計画に関連した、大型遊具の撤去工事の差止め、再生整備計画見直し勧告、東京都

北区都市景観づくり条例に関して怠る事実の違法確認及びその他の請求には、理由

がないものと認める。 
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資料６－１  柳田公園誘致圏２５０ｍの範囲 

資料６－２  やなぎだ通信 現地掲示状況 

資料６－３  柳田公園工事のお知らせ状況 

資料７  生活環境部資料 

     資料７－１  緑の基本計画 緑づくりの施策 ２創出 

     資料７－２  緑の基本計画 緑づくりの施策  

０７個性ある公園づくり 
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 １

資料５ 

 
事実証明書一覧 

 

１．柳田公園内大型遊具写真 

２．東京新聞 ２０１０年１０月１５日記事（北区の公園大型遊具 区が１８日撤去） 

３．柳田公園現況平面図・柳田公園再生整備実施設計完成予想図 

４．北区景観百選ガイドブック（一部改訂版）・北区景観百選投票用パンフレット・ 

  《選定結果》 

５．契約締結伺書（件名 柳田公園再生整備基本設計委託）・打合せ記録簿 

６．王子地域振興室長あて依頼文・やなぎだこうえん通信（第１号） 

７．契約締結伺書（件名 柳田公園再生整備工事）・Ⅱ基本設計 

８．建設委員会（平成２２年９月１７日）議事録 

９．平成２２年度北区政執行の基本方針についての所信と平成２２年度当初予算の大綱に 

   ついて 

 １０. 北区基本計画２０１０ 

１１．北区中期計画（２０１０年度～２０１２年度） 

１２．平成１５年度 北区緑の実態調査報告書 

１３．平成２０年度 北区緑の実態調査報告書 

１４．公共事業の景観づくり指針（東京都都市計画局） 

１５．東京都景観条例 

１６．東京しゃれた街並みづくり推進条例 

１７．公開質問状・回答 再質問状・回答 

１８．やなぎだこうえんのアンケート 

１９．柳田公園再整備基本設計(Ａ４図面 ７枚) 

２０. 東京新聞 平成２２年１０月１８日（ガバドン惜別ショット） 

２１. 柳田公園再生整備基本設計 工事費概要書 

２２. 公園・児童遊園等遊具等点検記録 

２３. 契約決定通知書（件名：公園灯・遊具等塗装工事（王子地区）（単価契約）） 

２４. 学識経験者からの意見聴取要望（地方自治法１９９条８項に基づく） 

２５. 遊具の安全基準を満たすために出来る事 
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