
平成 24年 11月 16日 判決言渡 。同 日原本領収 裁判所書記官

平成 24年 (行 ウ)第 26号 用途廃止無効確認等請求事件

口頭弁論終結 日 平成 24年 8月 31日

判        決

当 事 者  の 表 示    別 紙 当事 者 目録記載 の とお り

1 原告 らの訴えをいずれ も去「下する。

2 訴訟費用は原告 らの負担 とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 請求の趣 旨

1(主位的請求)

館山市長が,平成 23年 12月 22日 に,別紙物件 目録記載の土地につい

て行つた用途廃止決定が無効であることを確認する。

(予備的請求 )

館山市長が,平成 23年 12月 22日 に,別紙物件 目録記載の土地につい

て行つた用途廃止決定を取 り消す。

2(主位的請求)

被告館山市が,平成 24年 1月 5日 に,株式会社服部回漕店 との間で締結

した別紙物件 目録記載の土地の売買契約が無効であることを確認する。

(予備的請求 )

被告館山市が,平成 24年 1月 5日 に,株式会社服部回漕店 との間で締結

した別紙物件 目録記載の土地の売買契約を取 り消す。

3 被告館山市が,平成 24年 1月 5日 に,株式会社服部回漕店 との間で締結 し

た別紙物件 目録記載の土地の売買契約が違法であることを確認する。

第 2 事案の概要

本件は,原告 らが,館山市長金丸謙一 (以 下「被告市長」とい う。)が行つた別

文主



紙物件目録記載の土地 (以下「本件土地」という。)の用途廃止決定 (以下「本件

用途廃止決定」という。)は ,利害関係者の同意を得ていない等の違法があり,そ

れにもかかわらず,被告市長が株式会社服部回漕店 (以 下「服部回漕店」という。)

との間で締結した本件土地の売買契約 (以下「本件売買契約」という。)には,行

政財産の処分を禁止する地方自治法 238条の4に違反する等の違法があると主

張して,被告館山市に対し,同法242条の 2第 1項 2号に基づき,①本件用途

廃止決定につき主位的に無効確認を,予備的にその取消しを求め(請求め趣旨1),

②本件売買契約につき,主位的に無効確認を,予備的にその取消しを求め (請求

の趣旨2),さ らに,被告市長に対し,同項 3号に基づき,本件売買契約の違法確

認を求めた (請求の趣旨3)事案である。

なお,本件用途廃止決定の処分行政庁が館山市長であること,本件売買契約の

当事者が館山市であることは,被告の陳述に照らしても明らかであり,原告らの

請求の趣旨は上記第 1の とおりである.と 認められる。

1 前提事実 (証拠等の記載のない事実は,当事者間に争いがないか,明 らかに

争わない事実である。)

に)原告ら及び選定者らは,千葉県館山市の住民である。

ゆ)本件土地は,千葉県館山市坂田字東谷 1238番 地 1地先から坂田川等を

通じて館山湾へ流出する水路の上流部分である (甲 1～ 3,5,52,53)。

侶)被告館山市は,平成 15年に,国から本件土地を含む法定外公共物の譲与

を受けた。

に)服部回漕店は,平成 23年 6月 20日 ,千葉県知事に対し,森林法 10条

の2第 1項に基づき,残土埋立及び農地造成を目的として,本件土地を含む

千葉県館山市坂田字東谷 1233番 1ほか64筆に所在する森林の林地開発

許可申請をした (甲 8)。

b)服部回漕店は,同月 22日 ,千葉県知事に対し,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 11条 1項に基づき,



本件土地等において土砂等の埋立てをする特定事業許可の申請をした (甲 9).

俗)服部回漕店は,同年 8月 2日 ,被告市長に対し,本件土地の用途廃上を申

請した (甲 14)。

(η 被告館山市は,同年 9月 ,無番地であった本件土地について,新たに,館

山市坂田字東谷 1230番 2と いう地番を付して地目雑種地とする表題登記

及び被告館山市を所有者とする所有権保存登記を経由した。

(0 千葉県知事は,同年 12月 20日 ,服部回漕店に対し,上記林地開発許可

及び上記特定事業の許可をした (甲 16,弁論の全趣旨)。

19)被告市長は,同月 22日 ,本件用途廃止決定をし (甲 16),本件土地につ

いて,行政財産から普通財産に所管換えをする手続をした。

仁0 服部回漕店は,同 日,被告市長に対し,本件土地の払下げを申請した (甲

50)。

m 被告館山市は,服部回漕店に対 し,平成 24年 1月 5日 ,本件土地を 33

万 2000円 で売る旨の本件売買契約を締結 し,所有権移転登記手続をした

(甲 17,弁 論の全趣 旨)。

仁

' 
原告 ら及び選定者 らは,同月 11日 , 12日及び 25日 に,館山市監査委

員に対 し,順次,本件用途廃止決定にもかかわらず,本件土地は依然 として

行政財産であるとして,本件売買契約の違法無効確認及び本件土地の所有権

移転登記の差止め,取消 し又は違法無効確認を求める監査請求をしたが,同

年 3月 9日 及び同月 21日 に,本件売買契約に違法無効事由は認められない

としていずれも棄去「された (甲 1～ 3)。

u31 原告 ら及び選定者 らは同年 4月 6日 本件訴えを提起 した (顕著な事実 )。

2 争点及び当事者の主張

(1)争点 1 請求の趣 旨 1に係 る訴えの適法性について

(原告ら)

本件用途廃止決定は,本件売買契約 と一体をなすものであるので,財務



会計行為に当た り,ま た,行政庁の内部手続にとどまるものではなく,服

部回漕店の用途廃止申請に対 してなされたものであるので,行政処分に当

たる。

したがって,請求の趣旨 1に係る訴えは適法である。

(被告 )

用途廃止決定は,行政庁が所有する財産を公用又は公共用に供する必要

があるか否かを行政上の観点から判断 したにすぎないのであるか ら,財務

会計上の行為に当た らず,ま た,行政庁内部の手続にすぎないのであるか

ら,行政処分にも当たらない。

したがつて,請求の趣 旨 1に係る訴えは:住民訴訟の対象 とすることの

できない事項を対象にしているため,不適法である。

9)争 点 2 請求の趣 旨 2に係る訴えの適法性について

(原告 ら)

本件用途廃止決定は違法であるか ら,本件土地は依然行政財産である。

そ して,本件売買契約は行政財産である本件土地を売去口するものであるか

ら,地方自治法 238条 の 4及び 238条 の 6に より無効であり,本件売

買契約は住民訴訟の対象 となる。

したがつて,請求の趣 旨 2に係る訴えは適法である。

(被告 )

地方公共団体による公有普通財産の売渡 しは私法上の行為であ り,行政

処分には該当しない。

したがつて,請求の趣旨 2に係る訴えは,住民訴訟の対象 とすることの

できない事項を対象にしているため,不適法である。

椰)争点 3 請求の趣 旨 3に係 る訴えの適法性について

(原告ら)

地方自治法 242条 の 2第 1項 3号の 「怠る事実」は,必ず しも不作為



に限定 されるものではない。

また,仮に「怠る事実」が不作為に限定されるとしても,違法な用途廃

止処分及び無効な本件売買契約の締結をしているのであるか ら,財産の管

理を怠っているといえる。

したがつて,請求の趣旨 2に係 る訴えは適法である。

(被告 )

地方 自治法 242条 の 2第 1項 3号は,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,原告 らが違法の確認を求めているのは,本件

売買契約の締結 とい う作為の行為である。

したがって,請求の趣 旨 2に係 る訴えは,住民訴訟の対象 とすることの

できない事項を対象にしているため,不適法である。

に)争点 4 本件用途廃止決定の違法性及び効力

(原告 ら)

本件土地は,水路として現に公用又は公共の用に供 している行政財産で

あ り,調整池が新設 されたとしても,調整池は川の機能を代替できるもの

ではないので,本件用途廃止決定は,被告市長の裁量の範囲を逸脱 し,違

法であり,無効である。

また,本件用途廃止決定は,本件土地及びその下流域の自然環責を害す

るものであり,環境基本法 7条及び自然環境保全法 2条 に違反する。

(被告 )

服部回漕店が行 う林地開発及び特定事業において,本件土地の水路の機

能を代替する調整池等が整備 されることによつて,本件土地を公共の用に

供する必要がないと認められたため,被告館山市長は用途廃止決定をした

のであるから,用途廃止決定に違法はなく,有効である。

(鋤 争点 5 本件売買契約の違法性及び効力

(原告 ら)



本件土地の用途廃止決定は違法無効であるか ら,本件土地は依然行政財

産であるので,行政財産を目的物 とする本件売買契約は,地方 自治法 23

8条の 4第 1項に反 し違法であり,同条 6項により無効 となる。

また,本件土地の下流に位置する河 口に面する海域に共同漁業権を有す

る波左間漁業協同組合 (以 下 「波左間漁協」 とい う。)の 同意を得ること

なくなされた本件売買契約は,波左間漁協の漁業権を侵害 し,違法である。

(被告 )

本件土地は,本件売買契約締結時には普通財産 となっていたのであるか

ら,地方 自治法 238条 の 5第 1項によれば,本件売買契約は適法である。

第 3 当裁判所の争点に対する判断

1 本件用途廃止決定の法的性質

(1)普通地方公共団体の長は,財産を取得 し,管理 し,及び処分する事務を担

任する (地方自治法 149条 6号 )。

口)公有財産は,行政財産 と普通財産 とに分類 され (同法 238条 3項),行政

財産 とは,普通地方公共団体において公用又は公共用に供 し,又は供するこ

とと決定 した財産をいい,普通財産 とは,行政財産以外の一切の公有財産を

い う (同 条 4項 )。

に)本件土地は,館山市の公共の用に供される行政財産であった。

に)公有財産の管理が長の事務であることからすると,本件用途廃止決定は,

館山市長が,本件土地につき,水路としての供用を廃上し,行政財産から普

通財産に変更したものと解される。

2 争点 1について

(1)原告らは,本件用途廃止決定は,本件売買契約と一体をなすものであるの

で,財務会計行為に当たる旨主張する。

(a 地方自治法242条の2の住民訴訟は,普通地方公共団体の執行機関又は

職員による同法 242条 1項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実が
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究極的には当該地方公共団体の構成員である住民全体の利益を害するもので

あるところから,こ れを防止するため,地方 自治の本 旨に基づ く住民参政の

一環 として,住民に対 しその予防又は是正を裁判所に請求する権能を与え ,

もつて地方財務行政の適正な運営を確保することを目的 としたものである

(最高裁昭和 53年 3月 30日 第一小法廷判決・民集 32巻 2号 485頁 参

照)。

そして,住民訴訟の対象 となる財産の管理若 しくは処分又はその管理を怠

る事実は,それによつて普通地方公共団体に財務会計上の損失を生 じさせ ,

ひいては住民全体に経済的負担を課す行為又は事実でなければならないと解

される。

い)本件用途廃止決定により,本件土地は,水路 としての供用が廃止 される結

果,原則 として処分ができない行政財産か ら,市長による処分が可能な普通

財産になる。もつとも,用途廃止決定 自体は,公の 目的に供すべき必要が失

われたときにその公物 としての供用を廃止する取扱いとする行政上の管理に

ほかならず,財産的価値に着 目し,そ の価値の維持,保全を図る財務的処理

を直接の目的とする財務会計上の財産管理行為ではない。そ して,その結果

として本件土地が普通財産 となることの効果は,館山市の内部における管理

区分の変更にすぎず,それにより館山市に財産的損失を与え,ま た,住民全

体に経済的負担を生 じさせ るような財務会計上の効果を直ちに生 じるものと

も角牢し難い。

また,後述 212)記載のとお り,用 途廃止決定と売買契約 とを一体 として評

価することはできなぃ。

したがって,本件用途廃止は,住民訴訟の対象 となる財務会計上の行為に

当たらないから,請求の趣 旨 1に係 る訴えは不適法である。

争点 2について

(1)地方 自治法 242条 の 2第 1項 2号に基づ く取消 し又は無効確認の請求の



対象は「行政処分たる当該行為」であるから,同号に基づく住民訴訟の対象

は,行政処分でなければならないところ,本件売買契約は,服部回漕店と対

当の立場でする私法上の売買契約にほかならず,行政庁の公権力の行使とし

てされた行政処分ということはできない。

(2 原告らは,本件用途廃止決定と本件売買契約とは一体であり,全体として

行政処分に当たる旨主張する。

しかし,用途廃止決定は,前記 l131の とおりう行為であつて,事実上はと

もかく,法令上,当該決定の対象物について,後に売買契約が締結されるこ

とを前提とするものではなく,地方公共団体の長の行政上の単独行為である

用途廃止決定と私法上の契約である売買契約とは,法的性質も全く異なるも

のである。

また,法定外公共物の利用について法律上の利益を有する者が用途廃止決

定によって権利・利益を失うに至るという法律関係が生じる場合には,同人

において,用途廃止決定について抗告訴訟で争うべきであつて,こ れを財務

会計上の行為として住民訴訟として争 うことができないことは,前記 1の と

おりであり,他方,売買契約による地方公共団体の財務会計上の損失につい

ては,地方自治法242条の2第 1項 4号の損害賠償請求等により,回復す

れば足りる。そうすると,全く異なる用途廃止決定とそれに続く売買契約と

を一体としてとらえ,全体として行政処分に当たると評価する必要もなく,

そのようなことはできないといわざるを得ない。

(a したがって,本件売買契約は,同号に基づく住民訴訟の対象とはならない

から,請求の趣旨2に係る訴えは不適法である。

4 争点 3について

地方自治法242条の2第 1項 3号に基づく請求は,地方公共団体の執行機

関又は職員につき,違法に公金の賦課 0徴収又は財産の管理を怠る事実がある

場合に,当該怠る事実を対象としてその違法確認を求め,当該怠る事実である



個別具体的な財務会計上の作為義務の解怠の違法を確定 し,執行機関又は職員

に同作為義務の履行を促すことを目的とするものであるところ,原告が違法確

認を求めているのは,被告市長による本件売買契約の締結 とい う作為であって ,

怠る事実ではない。

したがつて,本件売買契約は,同号に基づ く住民訴訟の対象 とはならないか

ら,請求の趣旨3に係 る訴えは不適法である。

5 結論

以上によれば,原告 らの訴えはいずれも不適法であるか ら,その余の争点につ

いて判断するまでもなく,これ らを却下することとし,主文のとお り判決する。

千葉地方裁判所民事第 3部

裁判長裁判官    多  見  谷   寿    郎

裁判官    大    谷

裁判官 石 見 美 湖

太
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(別紙 )

物 件 目 録

所   在    館 山市坂 田東谷

地    番     1230番 12

地   目    雑種地

地   積    1662ポ
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