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答 弁 書

千葉地方裁判所民事第3部合議4係   御 中

平成24年 (行ウ)第 26号

原  告   佐野正一 外 1

被  告: 館山市 外 1名

用途廃止無効確認等請求事件

5名

平成24年 7月 4日

(送達場所)

〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁 目7番 2o号

辻田ビル4階 松崎法律事務所

TEL o3-3221-608o

FAX 03-3221-636o

弁護士

同

弁護士

日指定代理人

‐
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小 高

前 田

永 井

山 り||

第1 本案前の答弁
・ ・

1 本件訴えをいずれも却下する

2 訴訟費用は原告らの負担とする

との判決を求める。

第2 本案前の答弁の理由

1 本訴は、地方自治法242条の2が規定する住民訴訟である。

2 ところで、請求の趣旨1の請求は、別紙物件目録記載の土地に係る用途廃止

について1主位的に処分の無効確認を、予備的に処分の取消しを求めるもので

あり、いずれも、地方自治法242条の2第 1項 2号に基づく住民訴訟と思料

されるのであるが、そもそも住民訴訟は、地方自治法242条 1項所定の財務

会計上の行為について、当該財務会計上の行為が違法であるか否かが争われる

.訴訟であり (最高裁昭和53年 3月 30日 判決 (民集32巻 2号 485頁)参

照)、 それ故、訴訟の対象とされる行為は財務会計上の行為に限られる (同法2

42条の2第 1項本文。なお最高裁平成3年 12月 20日 判決 (判例地方自治

542号 17頁)参照。)と ころ、用途廃止は、行政庁 (地方自治体)が所有す

る財産を公用又は公共用に供する必要があるか否かをあくまで行政上の観点か

同

同

同

同

‐
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ら判断するにすぎないものであって、当該財産め財産的価値に着日し、そあ維

持:保全又は実現を直接の目的とするものでは決してないのであり、財務会計

上の行為にはあたらないことは明らがであるし、そもそも用途廃止は行政庁内

部の手続きにすぎないものであり、行政処分でないことも明らかなのであり、

原告らの請求の趣旨1の請求は、住民訴訟の対象とすることのできない事項を

対象としている点においてそもそも不適法な請求といわぎるを得ないものであ

ることは明らかである。

2 次に、請求の趣旨2については、被告館山市による別紙物件目録記載の土地
の株式会社服部回漕店 (以下期長部回漕店」という。)への売り渡し(売却)に
ついて、主位的に無効であることの確認を、予備的に取消しを求めるものであ
り、いずれも地方自治法242条の2第 1項 2号に基づく請求と考えられるの
であぅが、地方自治法242条の2策 l項 2号は、「行政処分たる当該行為の取

消しスは無効確認の請求」と明記しているところ、そもそも地方公共団体によ

る公有普通財産の売り渡しは、私法上の売買であり、行政処分には該当しない

(最高裁昭和35年 7月 12日判決、民集14巻 9号 1744頁参照)のであ

つて 原ヽ告らの請求の趣旨2の請求についても、1住民訴訟の対象とすることの

できない事事を対象とする不適法な請求であることは明らかである。

3 次に、請求の趣旨3にもぃては、「館山市長金丸謙―が平成24年 1月 5日 、
別紙物件目録記載の土地について行った株事会社服蔀回漕店への売り渡し」が
「違法であることの確認」を求めている (なお、正確には、館山市長金丸謙T
が契約締結権者として平成24年 二月5日 に行った別紙物件月録記載の土地の

売買契約の締結の違法の確認を求める趣旨と思料する。)こ とからt地方自治法
242条の2第 1項 3号に基づく請求と考えられぅが、同号による請求は、地
方自治法242条 1項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事業のうち:財
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務会計上の怠る事実、すなわち不作為が違法であることの確認を求める請求で

あるところ、前記のとおり、原告らか違法の確認を求めているのは、土地の売

り渡し (売買契約の締結)と ぃう作為行為であって、そもそも不作為ではない

のであり、原告らの請求は、住民訴訟の対象とすることのできない事項を対象

とする不適法な請求である。

4 結局、原告らの本訴請求は、いずれも不適法なものであることは明らかであ

るので、被告館山市及び被告館山市長 (以下「被告ら」という
`)と

しては、訴

え却下の判決を求めるものである。

第3 請求の趣旨に対する答弁

1 原告らの請求をいずれも来却する

2 訴訟費用は原告らの負担とする

との判決を求める。

第4 請求の原因に対する認杏

被告らとしては(本件訴えについてはいずれも却下されるべきものと思料す

るものであるし、原告らの主張は、本訴が住民訴訟であることからすれば、訴

訟とは関係ないと思われるものや趣旨不明なものも少なくないのであるが、彼

告らとしては、本訴が本人訴訟であることに鑑み、最大限善解してあえて認否

をすれば、以下のとおりである。

1 同 1について

は)原告らの本項め主張のうち、館山市長金丸謙―が平成23年 12月 22日

に別紙物件目録記載の土地について用途廃止を決定したこと及び原告らが平

成24年 1月 11日 、同月12日 及び同月25日 をもつて住民監査請求をし

たことは特段争わないが、別紙物件目録記載の土地についてあ用途廃上の決
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定が違法である等の主張は全て否認ないし争う。  |  ,
(a なお、甲第3号証から明らかなとおり、甲第3号証の監査結果の通知は、

平成24年 3月 9日 ではなく、同月21日付けでなされていることを念のた

め指摘する。

2 同2「当事者Jについて

{1)同 (1)について

原告らの本項の主張のうち、原告らが館山市の住民であることは認め、本

件訴訟の前に甲第1号証ないし甲第3号証にかかる住民監査請求のいずれか

の監査請求の請求人になっていることは特段争わない.

{2}同 (2)につい。て

原告らの本項の主張は、特段争わない。

同3「違法な行為又は怠る事実及び損害について」について

{J 同 (1)「別紙物件目録記載の土地の売却の違法性」について

ア 同ア「地方自治法等の違法Jについて

(ア)同第1段落ないし第4段落にっいて         ′

a 原告らの本段落における主張のうち、被告館山市が「地方分権の推進

を図るための関係法律の整備等に関する法律J(平成11年法律第87
号)による改正後の国蕉勲産特別措置法 (昭和27年法律第219号 )

5条 1項 5号に基づき―、平成15年 10月 1日 付けで別紙物件.目 録記載

の土地を含tP沐定外/AN共
物の譲与を国から受けたこと、平成 23年 8月

2日 付けで服部回漕店が別紙物件 目録記載の土地にっぃて公共用財産用

途廃止申請書を提出したこと、平成 23年 12月 22日付けで館山市長

金丸謙―が別紙物件目録記載の上聾の水路としての用途の廃止を決定し、
別紙物件目録記載の土地について行政財産から普通財産今の所管換えの

‐
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手続きがされたこと、及び平成24年 1月 5日付けで被告館山市と訴外

服部回漕店とが別紙物件目録記載の土地の売買契約を締結したことは認

めるが、被告館山市が別紙物件目録記載の土地を平成23年 9月 6日 に

分筆したとする点は否認し、「被告館山市長金丸謙―l■、国から譲与され

た河川 (法定外公共物)の うち、上流部である男1紙物件目録記載の土地

を普通財産としたが、所管替えをなした響由について合理的説明はなか

つた。」等の主張については、被告らが何らかの法的義務に違反している
‐ との趣旨であれば、これは全て否認ないし争う。

b 別紙物件目録記載の土地は無番地であったことから、被告館山市は、

平成23年 9月 1日付けで表題登記の嘱話を行い、同月6日 に登記され

たため、同月8日 付けで保存登記の嘱託をしているものである。

c 被告館山市長は、服部回漕店が林地開発において調整池を新設するこ

と等により、別紙物件目録記載の■地を公共物 (水路)と して引き続善

存置する必要がないと判断して用途廃止の決定を行らているものである

し (甲第16号証参照)、 被告館山市は、用途廃↓されて普通財産となっ

た別紙物件目録記戦の土地にもぃて、地方自治法等の法令や館山市普通

財産売払事務取扱要細 (平成2o年告示第49号)等の定めに従つて、

不動産鑑定による評定価格で隣接地権者である服部口漕店に対して随意

契約により売却することとして、被告館山市長が売買契約の締結をした

ものである。

(イ )同第 5段落について

a 原告らの本段落の主張のうち、甲第 50号証の普通財産払下申請書の

「利害関係者の同意の有無」の欄の「無Jに○が付けられている事実は

認めるが、それ故同意書は存在しないことになるとか、用途廃止も、随

意契約による売却も違法になる等の主張は全て否認ないし争う。

b なお、月良部回漕店が提出した普通財革払下申請書には、実際には、隣
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接地権者の同意書が添付されていたが、誤って「無」にOが付けられて

いたにすぎないものであることを念のため付言する。       ~
(ウ )同第 6段落及び第7段落について

a 原告らの、本段落の主張は、全て否認ないし争う。

b 別紙物件目録記載の土地は、平成23年 12月 22日 付けの用途廃止

の決定により、被告館山市と服部日漕店が売買契約を締結した平成24
・ 年1月 5日 時点では普通財産 (地方自治法238条 4項)と なっていた

のであり、地方自治法238条の5第 1項から明らかなとおり、売買契

約はこれを締結し得るものである。

(■)同第8段落及び第9段落について

原告らの本段落の主張は、日本調として趣旨不明な点もあるが、あえ

て認否すれば、別紙物件自豪記載の土地の売却が違法であるとの趣旨で

あれば、これは全て否認ないし争う。

(オ)同第10段落について

原告らの本段落の主張のうち、日本国憲法15条 2項に「すべて公務

員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない.」 と定められてい

ることは認めるが、「被告らの用途廃止及び売却は、営利私企業の便宜を

公用又は公共用の公益に優先させる行為であ」るとか、月1紙物件目録記

載,土地の用途廃止決定処分及び売却が「日本国憲法第15条の2項に

反し、その決定は裁量権の濫用ないしは越権行為であり、違法かつ無効
である。」とする点は、全そ否認ないし争う。

(力 )同第1・1段落について

a 原告らの本項の主張は、全て否認ないし争う。

b すでに述べたとぉり、別紙物件目録記載の土地は、平成23年 12月
22日付けで用途廃上の決定がされているものである。

(キ)同第12段落について

‐
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a 原告らの本段落の主張のうち、広島高裁昭和55年 6月 23日判決(行

裁集31巻 6号 1388買)が存在することは特段争わないが、別紙物

件目録記載の土地が用途廃止されても未だに公共用水路として行政財産

である等の主張は、全て否認ないし争う。

b 原告ら主張の広島高裁判決は、行政財産である水防倉庫あ敷地につい

て、町の土地台帳上は普通財産として分類されているとしても、行政財

産である水防倉庫が現に存在して公用又は公共用に供されている以上、

その敷地も行政目的に供されていたものとして行政財産であるという、

ある意味当然のことを判示しているにすぎないものであり、用途を廃止

された財産が行政財産であり続けるなどといぅ判示はしていないあであ

る。

c 館山市長が、平成23年 12月 22日付けで別紙物件目録記載の土地

について用途廃上の決定をしている|と については、原告ら提出あ甲第

16号証からも明らかであり、平成24年 1月 5日 時点において別紙物

件目録記載の土地が、普通財産であることは明らかなのである。

d ちなみに、原告らが上記広島高裁昭和55年 6月 23日判決が判示し

ているとして引用する文言はt正確には、原審である広島地裁昭和54

年6月 19日 判決 (行裁集31巻 6号 139o頁)において判示されて

いるものであり、広島高裁はこれを是認しているにすぎないものである

ことを念のため指摘する。

(ク )同第13段落について    '
原告らの本段落の主張は、全て否認ないし争う。

イ 同イ「漁業権侵害等の違法行為」について

(ア)同第1段落について

原告らの本段落の主張のうち、波左間漁業協同組合 (以下「波左間漁

協」という:)が、坂田地区の沿岸海城に共同漁業権を有する団体である

‐
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こと、及び原告らの一部が波左間漁協に所属していることは特段争わな

いが、「被告らに対し本件用途廃止の利害関係者として波左間漁協の同意

を得るよう要望した」とする点については、いつ、誰に、どのように要

望したというのかが明らかでないため、認否を留保する。      ,
(イ )同第2段落について

a 原告らの本段落の主張のうち、被告館山市が波左間漁協に対して甲第

22号証、甲第24号証の書面による回答を行ならていること、及び別

綱物件目録記戦の土地について用途廃止を行う際に波左間漁協の同意を

得ていないことは認めるが、館山市長が波左間漁協の同意を得ずに別紙

物件目録記載の土地の用途廃止をしたことが違法であるとの趣旨であれ

ばこれは争い、波左問漁協が水路の不J用者であるとする点、311紙物件目

録記載の土地の用途廃止及び払下げが違法行為であるとか、被告らが民

皓709条の不法行為責任を負うとする点等は、全て否認ないし争う。

b 波左間漁協が別紙物件目録記載の土地内に存在した水路を利用してい

た事業は全くない:

c なお、本件訴訟は、住民訴訟であって、不法行為に基づく損害賠償請

求訴訟ではないのであり、原告らの本項の主張は意味不明といゎぎるを

得ないものであることを指摘する次第である。

(ウ)同第3段落について

原告らの本段落のま張は、全て杏認ないし争う。

(工)同第4段落についセ

a 原告らの本段落の主張のうちt別紙物件目録記載の土地が「重要な滋
養供給機能を有している(甲第45号証)」 との主張については不知とい
わぎるを得ないものであるが、「被告らはtそ ぅした認識も欠いていたた
め、原告らの要望にもかかわらず別紙物件目録記載の土地の滋養供給機
能ll関 して自ら調査することを拒否した (甲第 23,24.27与 証)。 」

口
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との主張は否認するt

b 被告らが、原告らから「別紙留件目録記載の土地の滋養供給機能に関

して自ら調査すること」を求められたことはない。

c なお、原告らが証拠として提示する甲第23号証.24号証及び2ケ

号証にも、原告らが被告らに対して「別紙物件目録記載の土地の滋養供

給機能に関して自ら調査すること」を求めたことを示す文言‐は記載され

ていないことを被告らとしては念のため指摘する。

(オ)同第5段落について

原告らの本段落の主張は、全て否認ないし争う。

{a 同 (2)「怠る事実Jについて               '
ア 原告らの本項の主張のうち、別紙物件目録記載の土地の売却が地方自治

法242条の2第 1項 3号の「当該怠る事実」|ごあたるとか、月り紙物件目

録記載の土地を用途廃止して売り払う行為が行政財産の管理を放薬する行
為として公有財率の管理を違法に怠る事実にあたる旨の主張等は、全て否

認ないし争う。

イ あらためて述べるまでもなく、「土地を売り払う行為Jは作為なのであり、
「怠る事実」に当たらないことは明らかであり、原告らの主張は失当であ

る。

(3)同 (3)「損害について1について

ア 同ァ「館山市の財務会計上の損害について」について

(ア)原告らの本項の主張のうち、服部回漕店が別紙物件目録記載の土地を
含む土地において千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の

発生の防止に関する条例 (以下「千葉県残土条例」という。)2条 2項に

´ 定める特定事業を計画していること、及び千葉県残土条例26条の2、

26条の3、 同条例施行規則16条の2に特定事業に係る土地所有者の

義務が定められていることは特段争わないがt別紙物件目録記戦の土地

・ 10‐
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が現在も被告館山市の行政財産であるとか(服部回漕店が行う特定事業

によって被告館山市に多大な財務会計上の損害が生じるとする点等は全

て否認ないし争う。

(イ )すでに述べたとおり、別紙物件目録記載の土地は、平成23年 12月

22日 に用途廃止
・
されて (甲第16号証)普通財産に所管換えされ、平

成24年 二月5日 に腹部回潜店に売却されており(甲第17号証)、 現在

の別紙物件目録記載の土地の所有者は服部回漕店であり、別紙物件目録

記載の土地が現在も被告館山市の行政財産であることを前提とした原告

らの主張が失当であることは明らかである。

イ 同イ「漁業及び観光産業に関わる損害Jについて、

辱告らの本項の主張は、あえて認否すれば、別紙物件目録記載の土地か

ら流れ出す水が流れ込む海域の共同漁業権を波左間漁協が有していること、

及び千葉県や被告館山市の補助事業による資源保護事業が行われているこ

とは特段争わないが、「水質が変われば貴真な水産資源が絶滅する恐れがあ

る」「河川の水質汚濁及び海洋汚染が牛じた場合には、組合員ひいては波佐

間住民にとって死活間題に繁がり」など、原告らの仮定に基づく想像につ

いては認否の限りでなく、「被告らによる共同漁業権の侵害行為J等被告ら

が何らかの違法な行為をしている旨の主張は、全て否郎なぃし争う、とい

うものである。

ウ 同ウ「ダンプカー通行による人身障害及び道路補修に関わる損害」につ
いて           1

辱告らの本項の主張のうち、服部回漕店が行う特定事業において土砂の

搬ハ路となる予定の道路の歩道が未整備である|と は特段争わないが、同

道路が通学路に指定されていることは否認し、「医療費等の財政支出が予想

される」と´
「ヽ道路補修の費用も県や市の財政負担になるJと する点等は、

それ故被告らの行為が違法であるとの趣冒であれば、これは否認なtヽ し争

・ 11‐
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い
り

同4「本件に係る事実経緯と現状」について

は}同 (1)「事業概要と許認可申請手続きの流れ」について

ア 同第1段落について

(ア)原告らの本段落の主張は、甲第8号証及び9号証に記載がある限度で

特段争わない。

(イ )なお、甲第9号証によれば、服部回漕店が千葉県残土条例に基づく特

定事業許可申請を行つたのは、正確には平成23年 6月 20日 ではなく、

同月22日 である。

イ 同第2段落について

原告らの本段落の主張のうち、服部回漕店が行う前記特定事業の計画地

のほぼ中央|こ別紙物件目録記載の土地が存在すること、及び平成23年 6

月20日 ころ、被告館山市が月1紙物件目録記載の土地の所有者であったこ

とは特段争わないがt被告館山市が残土条例に基づく土地所肴者としての

立場にあったとの主張については、それ故別紙物件目録記載の土地の用途

廃止の決定や売払いが違法であるとの趣旨であれば、これは全て否認ない

し争う。                 ・

同第3段落について

原告らの本段落の主張のうち、服部回漕店が平成23年 8月 2日付け

で別紙物件目録記載の土地に関して「法定外公共物用途廃止申請書Jを

被告館山市に提出したこと、別紙物件目録記載の土地の隣地の所有者は、

服部回漕店及び他のユ名の合計2■であったこと、及び館山市の住民が

行った上記法定外公共物用途廃止申請書の情報公開請求に対して被告館

山市が申請者以外の同意書の存否を含め非開示としたことは認める。

同第4段落及び第5段落について

‐
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(ア)原告らの本段落の主張は、日付等に不正確な部分もあるが、事実関係

としては特段争わない。  1
(イ )なお、すでに述べたとおり、被告館山市は、平成23年 9月 1日 付け

で無番地であった別紙物件目録記載の土地にもぃて新たに地番を付して地

目雑種地とする表題登記の嘱託を行い、同月8日 付けで被告館山市を所有

者とする所有権保存登記の嘱託をしてぃることを念のため付言する。

(2)同 (2)「本件事業計画地の立地状況Jについて

原告らの本項の主張のうち、服部回漕店による特定事業の計画が館山市の

西岬地区にある房大山の谷あぃを埋め立てるものであること及び事業計画地

の住所が坂田であることは特段争わないが、地下水脈が坂田のみならず隣接

地域に通じているとする′点は不知であり、「服部回漕店め上砂仮置場から事業

計画神への搬入路は、西岬地区 (坂甲含め15区から成る)住民にとって唯
―の生活道路である」とする点は、前記搬入路こなる道路が地域住民も日常
的に利用する道路であるという意味では特段争わない。

い)同 (3)「住民説明会に答えぬ被告ら」について'

ア 同第1段落及び第2段落について

(ア )原告らの本項の主張のうち、平成23年 9月 の館山市議会において服

部回漕店にょる残土埋立事業計画に関する質問がなされたこと、及び波

左関漁協などから被告館山市に対して質問や要望が提出されたことは特

段争わないが、「被告らの責任逃れの対応・判断により、市民は生活不安

を解消するどころか不信感を募らせる結果となった。J等の主張は、それ

故別紙物件目録記載の土地の用途廃上の決定及び売却が違法であるとの

準旨であれば、これは全て否認ないし争う。

(イ )なお服部回満店は、平成23年 3月 25日 に坂田地区の住民に対して

説明会を行らてぉりt遅くとも同月には服部回漕店の事業計画は公にさ

れてぃると考えられることを被告らとしては念のため指摘する。

‐
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イ 同ア「総計70人33に しか行われなかった住民説明会につ0ヽて」につい

て             ′

原告らの本項の主張のうち、甲第19号証の館山市の回答と甲第32号

証の千葉県の回答が食い違ってし`るとか、「被告らは本件許可にあたり必要

な住民説明会の対象範囲を「拡大西岬地区」と考えていた」とする点、「1

月5日 に別紙物件目録記載の土地の払下げを判断したことは、住民に対す

る裏切り行為である」等の主張が、被告館中市長が別紙物件日録記載の土

地の売買契約を締結したことが違法であるとの趣旨であれば、これは全て

否認ないし争う。

ウ 同イ「土地所有者としての同意の有無」について

原告らの本暉の主張のうち、甲第6号証の3買に「埋立て等の事業者に

地を提供する場合、埋立て等の事業計画を十分確認した上でなければ同

意してはなりません」との文言があることなど、原告提出の各証拠に原告

らが引用する文言が存在すること自体は特段■わなぃがt「県は、この被告

らの回答を本件同意と判断し許可を下ろした」とする点等については、そ

れ故被告館山市長が別紙物件目録記載の土地の用途廃上を決定し、売買契

約を締結したことが違法であるとの趣旨であれば、これは全て否認ないし

争う。

工 同ウ「自然環境。生活環境への影響」について

原肯らの本項の主張のうち、甲第10号証に原告らが引用する文言が記

載されていること、館山市の西側の海ギ鏡ヶ浦と呼ばれること、別紙物件

目録記載の土地及びその下流部が平成15年に国から被告鯖山市に譲与さ

れたこと、別紙物件目録記載の土地が平成23年 12月 22日 の用途廃止

前に法定外公共物であったこと等は特段争わないが、被告らが/Ak有財産の

管理を違法に怠っているとする点等、被告館山市ないしその機関に何らか

の違法な行為がある旨の主張は全て否認ないし争う。

・ 14¨
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に)同 (4)「地元坂田の状況について」について

原告らの本項の主張のうち1被告らが定例記者会見などで地元住民あ意

向を尊重する考えを示していたとする点、服部回漕店が平成23年 3月 2

5日 に坂田地区において事業説明会を開催したとする点、同年6月 25日

に服部回漕店と坂田区長が協定書を締結したとする点は特段争わないが、

服部回漕店が事前に地権者に根回しをしたとする点、自治会内部の事情、

反対署名が最終的に124筆であったとする点、(原告らが)協定書の無効

を県に要望したとする点等は全て不知。         |
椰)同 (5)「事業者の説明回避体質と杜撰な事業計画」について

原告らの本項の主張のうち、甲第39号証に「○埋立完了後の跡地利用 農

園 (みかん園)等を計画、具体案は工事期間中に検討」との記載があること、

服部回漕店が館山において「服部グループ」と呼ばれる企業グル∵プの二企

業であること、服部回漕店が平成23年 11月 10日 付けで残土の発生場所

の変更を千葉県に届出ていること、「服部グル‐プ」
・
にういて1994年 6月

?9日付け毎日新聞に海洋不法投薬に関する記事が掲載されているこ・とは特

段争ゃないず、服部甲漕店が「伐採した大量の竹木くずを投棄し、被告館山

市から注意を受けてしヽる。」、「工事中に同下流部分に大きな石をいくつか落と

し、被告館山市から撤去を約束させられ、今後は落とすこと.がないよう注意

を受けている。」、「いずれもt館山市法定外公共物管理条例第3条に違反する

行為であJる、とする点、及び別紙物件目録記載の土地の用途廃止及び売却

が著しく不当であるとする′点は、いずれも否認ないし争う。

5 同5「結論」について

争う。        1

第5 被告らの主張

・ 15‐
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1 原告らの本件訴訟における主張は、要ぃ、服部回漕店が行う林地開発及び特

定事業によって、漁業や環境等への悪影響が懸念されることから、当該事業地

内に存在する別紙物件自録の土地について、被告館山市長が行つた用途廃止の

決定及び土地売買契約の締結が違法であるとぃうことのようである。

2 しかし、服部回漕店が行う林地開発及び特定事業は、千葉県の許可を得て行

うものであり、当該事業において別紙物件目録記載の土地上の水路の機能を代

替する調整池等が整備されることによって、別紙物件目録記載の土地を公共の

用に供する必要がないと認められたため、館山市長は用途廃止をしているもの

でわるし (甲第16号証参照)、 llj紙物件目録記載の土地は、被告館山市が使用

する予定のない不要な普通財産となったためt被告館山市長は、地方自治法等

の法令や館山市普通財産売払事務取扱要綱 (平成20年告示第49号)に従う

て、隣接地権者である服部回漕店と、不動産鑑定に基づく評定価格での売買契

約を締結しているのであり、財務会計行為に何ら違法な点ltないものである。

3 上調のとおり、原告らの請求に理由がなぃことは明らかであるし、すでに述
べたとおり、原告らの請求は、そもそも住民訴訟として不適法なものであるこ

と'は明らかであるから、被告らとしては、速やかに原告らの請求をすべて「却

下Jないし「棄却Jするとの判決を求めるものである。
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