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平成２２年（行コ）第157号 損害賠償請求事件（住民訴訟） 

控訴人（原告） 小林洋一他 1 名 

被控訴人（被告） 和泉市長   

 

控 訴 理 由 書 

 

平成２２年１１月２９日 

大阪高等裁判所 第 5 民事部①係 御中 

 

                                

上記控訴人  小林 洋一 

上記控訴人  小林 昌子 

 

控訴人は、民事訴訟規則第１８２条に基づき原判決の取消しを求める理由書を提出する。 

 

控訴の要旨 

原判決は、概ね次のように判示し請求を棄却した。 

本件は、和泉市が若樫町内会に対し交付した町会館横の倉庫（以下本件倉庫）に関

する助成金の支出が違法であり、その返還を求める住民訴訟であるが、本件倉庫に対

する助成金の支出は、町会館等の整備に関する要綱に反するものではなく、又申請時

に実際と異なった図面が添付されていたが、それによって本件倉庫に関する助成金の

支出になんら影響は無いから、助成金の支出は公益にかなうものとして請求を棄却し

た。 

原判決の判示に対し、概ね以下の主張を行い、原判決の取り消しと改めて原審での

請求と同一の請求を行うものである（尚本書面では判りやすいようにだんじりをダンジリ
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と表記する）。 

本件倉庫はその目的、建築物の規模、会館との一体性から考えて町会館の附属の

倉庫とは到底解せられない。本件倉庫を会館の附属倉庫とみなし、助成の対象となると

の判断は要綱の拡大解釈であり、本件訴訟に前置する住民監査請求に対する監査結

果でもその旨述べられている。又本件倉庫は建築確認を取得しておらず、本件倉庫が

建築確認の必要なことは常識で、申請を失念したのではなく意図的にこれを行わなか

ったものでり。安全な建築物を保障しそれをもって社会の安全を担保する建築基準法

上の事前確認制度の趣旨を根底から否定するもので、その瑕疵は重大で本件倉庫に

対する助成金の支出が公益に反することは明らかである。 

更に異なった図面を添付して申請した理由について、原判決は反対する地元住民を

欺くために行ったと判示するが、申請時には既にダンジリ倉庫は完成しており、地元住

民はダンジリ倉庫が建設されたことは判っていたから、全く誤った判断である。本件倉庫

をダンジリの収納庫として申請したのでは、申請が受理されるかどうか確信が持てない

ため、一見すれば 2 階建ての倉庫と見られる図面を添付して、会館附属の倉庫として受

理されることを意図したもので、明らかに偽りの申請であり、要綱においてもそのような

時には返還を求めることが出来るとあり、このような偽装した申請は公益に資する助成

金の趣旨にも反するものである。 

以上から、本件倉庫に対する助成金の支出は違法・無効で、市は若樫町内会にその

返還を求めなければならない。 

 

第１ はじめに 

町会館等整備事業に関する助成金制度は昭和 63 年度に助成限度額 500 万円でス

タートし、その後限度額を 1000 万円に増額して現在に至っており、累計助成件数は平

成 21 年度までで 119 件となっている。それらはいずれも特に問題となることなく助成金

の趣旨に沿って粛々と執行されているところ、本件の担当である証人○○氏が担当す
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る期間（平成 11 年 4 月から平成 19 年 3 月末）において、本件も含め 5 件の問題が起こ

っている。 

それは、平成 13 年度の黒鳥第 3 町会及び平成 15 年度の黒鳥第 1 町会への助成で、

いずれも町会館の新設にあたりダンジリを収納するスペースを確保した会館を建設しそ

れに対し助成金を支出した件、平成 16 年度に本件ダンジリ倉庫への助成、平成１７年

度に会館入り口の段差解消の為の会館の改修に要綱に反して助成した件、更に平成

18 年度に大野町会館の会館改修費を水増しし、助成金を不正に詐取した件（本件に

ついて不正を行ったのは町会であるが、○○氏はその不正を防止できなかった等の理

由で市から口頭厳重注意処分を受けている）である。 

会館にダンジリを収納する事案について助成金を支出したのは、本件の○○氏が担

当した上記のみであり、市のダンジリ倉庫は総計 30 台を超えるがそれらには助成金は

一切支出されていない。 

 

第２ 本件の争点 

本件争点は本件助成金交付が、法２３２条の２にいう公益上の必要性がなく違法・無

効であるかどうか（争点①）及び本件助成金の交付申請が不正にされたものであり、 こ

れにより本件助成金交付が違法・無効となるかどうか（争点②）である。 

以下争点毎に判決のあやまりについて述べる。 

 

第３ 本件助成金交付が、法２３２条の２にいう公益上の必要性がなく違法・無効であるか

どうか（争点①） 

１ 原判決の判示 

本件助成金交付の本件要綱の基準該当性について以下判示する。 

本件要綱２条は、助成対象事業について、町会が町民の集会及び会議等に使用

するための建物の新築、増改築、改修及び購入等と規定しているところ、本件倉庫の
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うち本件南側倉庫は、主としてダンジリを収納する目的で建設されたものであり、本件

倉庫の増築が上記助成対象事業に該当するかどうかは一義的に明らかではない。 

しかしながら、本件要綱に基づく助成の趣旨・目的は、本件要綱１条において、町

会が当該地域のために施設を整備する場合、整備に要する費用の一部を助成し、も

って地域住民のコミュニティ活動の促進及び福祉の増進を図ることとされているところ、

上記のような目的に資するのは形式的な会議に限られるものではなく、町民が集まる

行事又は催事等に使用するための施設も、上記目的に資する集会等に使用するた

めの建物として町会館等に含まれるものと解される。また、町会館等を利用するため

には、当然付属設備も欠かせないものであって、町会館を利用するための便所等の

付属設備のための施設や、町会館で保管すべき備品等の収納施設についても、町

会館利用の便宜を向上し、上記目的に資するものとして町会館等に含まれると解す

ることができる。 

そして、上記認定事実によれば、ダンジリの祭礼行事は、町民のコミュニティ意識

やその連帯意識の高揚を図ることにつながるというのであるから、ダンジリの祭礼行

事のために町民が集まることに利用される施設も、町会館等に該当すると解すること

ができる。また、ダンジリを町会が保有することは、町民のコミュニテイ活動の促進及

び福祉の増進につながるものであり、ダンジリは地域固有の全町民共通の財産であ

ると認識されているというのであるから、町会は、その保有するダンジリを自らの負担

で維持・管理すべきものであり、ダンジリを町会館に保管することも当然許されるとこ

ろである。そうであれば、ダンジリやその他の町内会の備品等を収納するために、町

会館と構造上一体となる施設を町会館に増築することも、町会館の利用の便宜を向

上させ、町民のコミュニテイ活動の促進及び福祉の増進につながるものというべきで

ある。したがって、ダンジリを含む町内会の備品を収納する倉庫を設置する予定で町

会館を増築することも、本件要綱に基づく助成の趣旨・目的に合致するものということ

ができる。 
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そして、上記のとおり、過去に、ダンジリや子供ダンジリを収納する機能を有する建

物について本件要綱に基づく助成がされたことがあることも考慮すれば、ダンジリや

その他若樫町内会の備品を保管する本件倉庫を設置するため町会館を増築する本

件工事は、本件要綱に定められた助成対象事業に含まれるものであり、本件要綱の

基準に合致するものと認められる。 

 

２ 原判決の誤り 

（１） 本件要綱の（目的）第１条と（助成対象事業）第２条の関係について 

要綱第１条は本件要綱の目的を明らかにし、具体的な助成対象は第 2 条で規

定する。助成金は限られた財源を市民の福祉の増進に寄与するため効率的に使

用しなければならないから、本件要綱に基づく助成金の支出は第２条で定められ

た事業に限定して行わなければならず、仮に第１条の地域住民のコミュニティ活動

の促進及び福祉の増進を図るとする目的に資するものであっても、第２条の対象

事業にあたらないものにこれを拡大解釈し、本件要綱を適用して助成金を支給す

ることは出来ないと考えるべきである。 

原判決での「ダンジリの祭礼行事は、町民のコミュニティ意識やその連帯意識の

高揚を図ることにつながるというのであるから、ダンジリの祭礼行事のために町民が

集まることに利用される施設も、町会館等に該当すると解することができる」の判示

は、ダンジリが要綱第 1 条の目的に資するものであるから、第 2 条の助成対象であ

る会館に該当するとの判断であり、このような拡大解釈はそれが許される特別の事

情があればともかく、本件助成金の申請時には既にダンジリは完成し、建設業者

にその代金が支払われており（乙2号の7）、資金的に本件助成金がなければ本件

倉庫の建設が出来ない関係には無いから、そのような特別な事情も存在しない。よ

って本件倉庫が要綱第 1 条の目的に資するであったとしても、それを拡大解釈し

要綱第 2 条の助成対象事業に当たるとの判断は誤りである。 
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（２） 本件要綱の助成対象事業について 

ア  本件要綱はその表題で｢町会館等の整備に関する要綱とされ｣この町会

館等とは市内の町会や自治会の住民が集まり、総会や各種行事或いは葬儀等

に利用される一般に認識されているいわゆる会館をさすもので、（尚本件要綱で

｢町会館等｣と等が使われているが、これは自治会館や集会所に対しても本件助

成金の対象となることから等という言葉が使われているのであって、準ずる施設

としての意味では無い）、原判決「本件ダンジリ倉庫が助成対象事業に該当する

かどうかは一義的に明らかではない」の判断は根拠のないもので、本件倉庫の

ような集会及び会議等に使用されない建物は会館とは認識されておらず、要綱

第２条第１項にある助成の対象となる施設整備事業に当たらないのは明らかで

ある。 このような別棟の倉庫に過去から本件要綱に基づく助成が行われた事

はないし、本件訴訟に関する監査請求の結果でも、｢町民の集会及び会議室に

使用する建物｣という文言からは、コミュニティ活動の活性化が期待されるダンジ

リを収納するための施設を含むという解釈を読み取ることは困難であり、要綱第

１条に規定する助成の目的と合致することから補助対象になりうるとの判断は、

無理な拡大解釈であるというそしりを免れないところであり、仮にそのようなもの

を助成の対象とすることが必要で、妥当であったのであれば、規定の適法性は

さておくとしても、そのような取り扱いを定めておくべきと言わざるを得ない｣、と述

べている。（甲１ P22 参照） 

イ  本件要綱に定める｢町民の集会及び会議室に使用する建物｣とは町会

館本体及び町会館の機能を果たすために必要な施設と限定的に解すべきであ

り、会館の便所や炊事場、会館の机や椅子その他什器類等の備品を保管する

倉庫等については会館として必要な施設と解せられるから、当然そのような施設

の整備は本件助成金の支給範囲に該当する。しかしながらダンジリは会館の機
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能とは直接関係が無く、それが地域のコミュニティに寄与するものであったとして

も、本件助成金の対象とはなり得ない。ダンジリの維持・管理に助成金の支出が

必要ならそれにそった要綱を規定して対応すべきであり、拡大解釈をしてダンジ

リ倉庫に助成金を支出するのは本件要綱に反するものである。 

ウ  又原判決は、ダンジリを町会が保有することは、町民のコミュニテイ活動

の促進及び福祉の増進につながるものであり、ダンジリは地域固有の全町民共

通の財産であると認識されているというのであるから、町会は、その保有するダン

ジリを自らの負担で維持・管理すべきものであり、ダンジリを町会館に保管するこ

とも当然許されるところである。と判示する。 

任意の団体である町会が自らの費用で建設する町会館にダンジリを保有する

ことに何ら問題は無いが、既に述べた如くダンジリは会館の機能とは直接関係

が無いから、ダンジリを保有するために要した費用は本件助成金の範囲外と解

すべきである。 

エ  更に、原判決は本件倉庫と町会館が構造上一体のものであるのを根拠

に、ダンジリを町会館に保管する事も許されると判示する。○○証人も証言の 22

頁で裁判官の構造上それがつながっているかの質問に対し、屋根がつながって

いる事、会館の裏から入ることが出来る事から、構造上一体のものであると証言

しているが事実と全く異なる証言である。屋根がつながっているとは両構造物で

屋根が共通である事が必要であるが、本件は会館と倉庫の屋根は全く別物で、

単に倉庫に付属する小さな倉庫の屋根が会館の側面に接しているに過ぎない。

このような事は構造上一体とは言わない。又会館の裏から入ることが出来ると証

言しているが、会館から一旦外に出ないと倉庫に入ることは出来ないからこれも

構造上一体とする理由とはならない（甲１３）。即ち本件倉庫と町会館は隣接して

建設されているだけで、建築構造上何ら一体のものではなく、会館から本件倉

庫に直接アクセスすることも出来ないし（甲第１１号証）、又本件倉庫の横に便所
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が併設されているが、会館には既に便所が設置されているから本件倉庫が会館

と一体であるとすればこのような便所は不必要であり、本件倉庫と町会館は構造

上も機能上も全く別の構造物である。従って構造上一体のもと判断したのは誤り

である。 

オ  又過去にダンジリや子どもダンジリを収納する機能を有する建物につい

て本件要綱に基づく助成がされたことがあると認定しているが、その例は黒鳥第

１町会館（甲２０）、及び黒鳥第３町会館（甲２７）であるが、それらはいずれも会館

の新築にあたりその一部にダンジリを収納するスペースを設置したものであり、

本件の様に全く別棟で倉庫単体として建設されたものではない。（○○証言 P18

～１９）  もっともこのような形でダンジリ収納機能を持った会館の建設に助成す

るにあたっては、既に述べたように会館整備の中のダンジリ収納に要する整備

費は助成対象から除外すべきであり、それが困難でかつダンジリ収納の為の整

備費が大部分をしめるものについては、会館全体を助成の対象とすべきではな

い。且つこれらはいずれも本件助成を行った証人である○○氏が担当したもの

で、その点でもこの事例を参考にすべきではない。むしろ本件若樫町の近傍に

ある本件のような独立したダンジリ倉庫（甲１８）には一切助成されていないことを

考慮すべきである。 

カ  更に和泉市市議会の一般質問で、本件倉庫はダンジリ倉庫であり、これ

に会館等整備費に関する助成金を支給するのは適当ではないとの質問に対し、

市の理事者は本件の様なダンジリ倉庫が助成金の対象となるとの答弁はなされ

ていない。（甲１５ P96～P99）和泉市がこのようなダンジリ倉庫に助成金が支給

出来るとは考えていなかった事は明らかである。 

 

（３） 本件ダンジリ倉庫を助成の対象とした拡大解釈の特異性について 

本件助成金の支出で○○証人が担当した北田中町の件について、本件との対
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応の違いを述べ、本件対応が異例のものであることを以下述べる。 

北田中町の件とは、町会館の入り口の段差解消の為の助成金の申請に対し、

○○氏は段差解消工事は本件要綱の建物の改修にはあたらないとして、要綱を

改定して対応している（甲１９）。会館入り口の段差解消はまさしく会館の機能を十

分発揮するための対応であり、選挙対策の緊急性もあり、バリアフリーの流れにも

対応し、助成金も 100 万円に満たないものであるにもかかわらず、要綱を改正して

対応している。 

これとの均衡を考慮すると、本件の様なダンジリ倉庫に助成金を支出することが

妥当であると判断したのであれば、要綱の改正で対応すべきであり、これを対象事

業の拡大解釈で対応したのは極めて不自然で不当でもある。 

 

（４） 建築確認を受けていない事について 

ア  原判決は、鉄骨造で平家建ての延面積 66.97 ㎡の本件倉庫の増築に建

築確認が必要であることは証拠上明らかでない上、仮に建築確認が必要でこれを

受けていなかったとしても、本件倉庫が建築基準関係規定に違反する建物である

ことをうかがわせる証拠はなく、本件倉庫が完成して現実に利用されており、これ

に対し除却命令等が出されるようなことは何らうかがわれないのであるから、本件倉

庫の増築工事費用として本件助成金を交付したことが、公益上の必要性を欠くも

のとして違法となるものではないというべきである。と判示する。 

しかしながらこの判断は建築基準法における事前審査である建築確認の重要

性について正解しないもので到底容認できない。以下それについて述べる。 

イ  建築確認が必要であることは証拠上明らかでないとの判示については、建

築基準法第６条に 

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築し

ようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲
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げる規模のものとなる場合を含む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大

規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場

合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定（この法

律並びにこれに基づく命令及び条例の規定（以下「建築基準法令の規定」とい

う。）その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく

命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。）に適合するものであ

ることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交

付を受けなければならない。 

一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する

部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの  

二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、

高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの  

三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メー

トルを超えるもの  

四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区

域（いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する

区域を除く。）若しくは景観法 （平成十六年法律第百十号）第七十四条第一項 

の準景観地区（市町村長が指定する区域を除く。）内又は都道府県知事が関係市

町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内にお

ける建築物 （引用終了） 

とあり、和泉市は全地域が都市計画区域に指定されているから（甲第２８号証）

和泉市においては、全ての建築物が建築確認の対象となる。（建築基準法及び都

市計画地域の指定は、本件倉庫の申請時に既に現在と同様に規定されている） 

又市内の全ての建築物に建築確認が必要なことは建築関係者においては常識で

ある。 
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ウ  本件倉庫が建築基準法関係規定に違反する建物であることをうかがわせ

る証拠はなく、本件倉庫が完成して現実に利用されており、これに対し除却命令等

が出されるようなことは何らうかがわれないについて 

本件倉庫が建築基準法関係規定に違反する建物であることを伺わせる証拠が

ないと判示するが、建築確認の事前審査の趣旨を正解しない判断であり、むしろ

建築確認を受けていない建築物は建築基準法関係規定に適合した安全な建築

物であることが保障されていないと解すべきである。現在和泉市の関係部門が町

会に必要な資料の提供を求め、これをもとに審査し、改善が必要な場合はこれを

行うよう指導しているところである。（甲第２９号証） 

又現実に利用されていることやこれに対し除却命令等が出されていない事など

は、建築確認を取得しない事を正当化する理由にはなり得ない。 

エ  意図的な建築確認の未取得 

既に述べた如く、市内の建築物が建築確認の取得が必要な事は常識であり、本

件倉庫が建築物に相当することは何ら疑問を差し挟む余地は無いから、（本件建

築物を設計したスペースアート１級建築士事務所の１級建築士植田定雄氏は、本

件以外にもダンジリ倉庫の設計を行っており、それらはいずれも建築確認を受けて

おり（甲２５）、本件倉庫に隣接する会館の建築確認も担当している（甲第３０号

証））からこれを取得しなかった事は意図的に行ったものである。 

このように意図的に建築確認を行わなかった理由は、以降で述べるが建築確認

にあたって市に提出する図面（当然ダンジリが収納できる正規の図面）と、同じく市

に提出する申請時に添付した図面が異なることが露見することを恐れて、建築確

認申請をしなかったものである。 

尚町会館の助成金の支出で、過去１０年間で建築確認が必要な物件は２７件有

り、そのうち建築確認を取得していないのは２件で、そのうちの 1 件が本件で、もう 1

件は大野町の町会館の増築に関するものである。（甲第３１号証 P265） 
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既に述べたように大野町に関しては、改修費を水増しして補助金を不正に受給

した件であり（○○証人が口頭厳重処分を受けた件）、本件と同様に何らかの不正

や或いはそれが違われる事件で建築確認の未取得が発生しており、これらは偶然

ではなく、いずれの件も申請することをためらわせる事情が存在したためである。 

オ  建築確認の取得の目的と自治体の責務について 

建築確認は建築物の建築にあたって事前に建築物の構造等が建築基準法上

の各種基準に合格し、その建築物が安全であるかを審査し、安全で快適な住環境

を実現するための制度であり、これを怠ることは仮に建築物が建築基準法上の規

定（基準）を満たすものであったとしても許されるものではなく、これを単なる手続き

問題として矮小化されるべきでは無い。 

建築確認が必要な建物で建築確認を受けていない建物は民間では公的融資

を受けられなく（甲第３２号証）、販売の広告も出来ない等の厳しい制裁があり、そ

のような建築物を建築した建築主は建築基準法第９９条で 1 年以下の懲役または

100 万円以下の罰則が規定されている。 

このような厳しい制裁が科せられているのは、建築確認の未取得が反社会的行

為とみなされるからであり、このような行為がなされた建築物に助成金を支出する

のは公益に反する事は明らかである。それにも拘わらず、実体的に問題が起こっ

ていない事を理由に不問にする事は、安全で快適な住環境の実現を率先して行

わねばならない自治体の責務を放棄するに等しい。 

カ  以上から、本件建築物の建築確認の未取得は、故意に行ったもので単な

る手続き違反ではなく明らかな法律違反であり、このような違法な建築物に補助金

を支出するのは公益に反する。 

 

第４ 本件助成金の交付申請が不正にされたものであり、 これにより本件助成金交付が

違法・無効となるかどうか（争点②） 
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１ 原判決の判示 

本件助成金の交付申請については、本件倉庫がダンジリを収納するためのもので

あることが明らかにならないよう意図的に実際のものとは異なる図面を添付するなど

の行為がされた可能性が認められる。 しかし、上記１記載のとおり、本件助成金の

交付は本件要綱の基準に合致したものであり、公益上の必要性（法２３２条の２）が認

められるものであることに加えて、証拠（甲１、○○証言）及び弁論の全趣旨によれば、

和泉市としては、本件助成金がダンジリを収納する本件倉庫の増築資金に使用され

ることを認識し、その上で、ダンジリが町民のコミュニテイの活性化に貢献するもので

あり、これを収納する倉庫の建設に対して助成金を交付することは本件要綱の基準

に合致するものと判断して、本件助成金の交付を決定していることが認められる。そう

であれば、仮に若樫町内会が意図的に虚偽の立面図を添付するなどしたとしても、

それは本件助成金を受けてダンジリを収納する倉庫を増築することに批判的な考え

を持つ住民らに対してその目的を隠匿するものでしかなく、本件助成金の交付を決

定した和泉市の判断に影響を与えるものではないというべきである。 

和泉市としては、本件倉庫がダンジリを収納することを目的とするものであることを

前提として本件補助金の交付を決定したと認められる以上、本件助成金交付申請に

おいて若樫町内会に上記のような行為があったとしても、和泉市の本件助成金の交

付決定の適法性には影響がないというべきであるから、住民等に対する説明責任等

はともかぐ、本件助成金交付申請における手続上の瑕疵により、本件助成金の交付

自体が違法となるとはいえない。 

 

２ 原判決の誤り 

（１）虚偽の立面図を添付した意図について 

原判決は虚偽の立面図を添付したのは、ダンジリを収納する倉庫を増築する

ことに批判的な考えを持つ住民らに対して、その目的を隠匿する意図で行った



14 

と判断しているが重大な誤認である。何故なら助成金の申請時（H16.11.15 申請 

甲3）には本件倉庫は既に完成しており（H１６．１０．２６完成 甲5）、町内の住民

は本件倉庫がダンジリを収納するものであることは既に判っており、申請時に異

なる図面を添付しても何ら意味が無い。裁判所がこのような誤った推定をしたの

は、通常の助成金の申請は、申請を行いそれが受理された後に建設にかかる

のが普通であり、そうであれば申請時に異なった図面を添付し反対住民を欺くこ

とを意図した可能性も考えられるが、本件は申請時には既に本件倉庫は完成し

ており、そのあたりの事情を錯覚したものと思われる。 

しからばどうしてこのような違法と見られても仕方がないことを行ったのか。そ

の理由は只一つ、本件申請が一見してダンジリ倉庫と判らないよう偽装する為に

なされたものである。ダンジリ倉庫が本件助成金の対象となるかどうかは、従来

会館の新築にあたりダンジリを収納するスペースを有する町会館の新設に助成

金を支出した実績はあったが、本件倉庫は既に存在する会館の横に建設するも

ので、且つ独立した建物であり、この様なダンジリ倉庫に助成金を支出した例は

過去に無かった事から確信が持てずこのような偽装を行ったものである。 

独立した別棟のダンジリ倉庫に助成出来ないとの認識は、市の担当部局の定

例議会の一般質問で｢町会館の付帯設備として、便所や炊事場あるいは備品等

を収納施設については町会館等に含むと解釈していたが、別棟で違う目的に使

う倉庫は対象とは考えていない｣旨の答弁をしており（甲１５）、ダンジリ倉庫が町

会館の助成金の対象にはならないとの判断をしており、これが従来からの一般

的な認識でもあった。 

そのため、本件申請の事業の目的をダンジリの語句を一切使用せず、町会館

狭隘による備品等収納倉庫の増築として申請し、2 階建ての倉庫風の図面を添

付したもので、その結果｢申請時の内容をふまえれば、集会施設の付帯施設とし

て、備品等の収納庫として助成を行った｣と答弁しているように和泉市は本件申
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請を会館付属の倉庫の増築として受理し助成したものである。又○○証人の証

言（P２５ 9 行目）で添付された図面でダンジリ倉庫と判るのかとの質問に｢それ

はわからないです｣と答えており、和泉市は倉庫風の 2 階建ての建物をダンジリ

小屋とは認識出来なかったものである。 

当時の町会長が新聞の取材で、｢会館の備品や防災用品を入れるために建

てたが、市に連絡せずに用途を変えた。申請時は備品を入れるつもりだったの

で嘘の申請をしたとは考えていない｣（甲８）と発言していること、原告の一人の小

林昌子に現町会から 2 度の申し入れがあったが、その文書の中にも｢用途変更｣

の文言がいずれの文書にも書かれている（甲１６の１及び３）等これを裏付けるも

のである。（尚当時の町会長が証言で、突然の取材で狼狽しあのような答弁をし

たと主張しているが、取材（12/13）に先立つ本件に関する議会での一般質問

（12/11）を町会の住民が傍聴しており（甲 16 号証の 1 中断少し上の 記 の一

行下）、当時の町会長がそのような話を全く承知していなかったとは考えられな

い） 

このような事実をつなぎ合わせると、若樫町会は申請時にダンジリ倉庫と判ら

ないように、単なる倉庫と見られる図面を添付し、申請の事業目的にもそのような

趣旨の記載をし、それによって市に単なる倉庫への助成として申請したと誤認さ

せ、その結果申請を受理させたものである。これと異なる理由は考えられない。 

（２）本件倉庫がダンジリを収納することを目的とするものであることを前提として本件

補助金の交付を決定したのか 

原判決では、｢和泉市としては，本件倉庫がダンジリを収納することを目的とす

るものであることを前提として本件補助金の交付を決定したと認められる以上，

本件助成金交付申請において若樫町内会に上記のような行為があったとしても，

和泉市の本件助成金の交付決定の適法性には影響がない｣と判示するが、誤り

である。 
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前述した如く、議会答弁等で市の担当は、本件申請を会館附属施設として助

成を行った旨答弁し、又監査結果（甲１ P２１の 下段）にも｢本件施設につい

てはダンジリが収納可能であり、申請段階でそのように使われる可能性があるこ

とも認識していた旨主張する｣とあり、本件申請はダンジリの収納を前提に受理し

たものでは無いことは明らかである。 

それにも拘わらず「本件倉庫がダンジリを収納することを目的とするものである

ことを前提として本件補助金の交付を決定した」と原判決が認定しているのは、

○○証言が本件倉庫をダンジリを収納する倉庫として助成したとの証言（証言の

全趣旨）によるものと解せられる。しかしながら○○証人の証言は信用できない。

以下それについて述べる。 

○○氏は申請時には添付の図面は確認していなかった、頭から５M のシャッ

ター図面が添付されていると思っていたと証言（P7-8）しているが信用できない。

その理由は以下である。 

＜理由の 1 点目＞証人は見積書の中のシャッター高さ５M の標記は認識して

いたと証言する（証言 P7-8）。この見積書（乙の８）は総枚数 24 枚で５M の標記

は電動シャッターの種別の欄に小さく表記されているのみで、このような細かなと

ころまでチェックする証人が、肝心の図面を見ていなかったとは考えられない。 

＜理由の 2 点目＞この図面はその後決裁などの時にも使われているから、何

度もこれを見る機会があった筈である。例えば○○証言 P22 の中段で、決裁の

際に上司に本件倉庫の高さについて、ダンジリも入れるからこういう形になったと

いうような相談をしたかの質問に対し、証人は｢ああ、それは当然そうなります｣と

証言し、上司もそのように認識したのかという質問に、｢はい｣と答えている。この

ときには少なくとも図面を示しているはずで、違う図面が添付されておれば当然

間違いに気づくはずである。 

＜理由の 3 点目＞○○証言 P24-25 で、ダンジリを入れるかどうかはどうして
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判るのかとの質問に、｢形を見ればわかります｣と証言し、更に５ｍのシャッターが

ついていないのにそれが判るのかとの質問に対し、｢それはわからないです｣と

証言している。即ち５ｍ図面ではダンジリを入れる倉庫とはわからないと言いな

がら、決裁の際に上司に説明し、ダンジリを入れるものとして決裁を受けたと証

言する。この証言は明らかな矛盾であり、図面を見ていなかったとの証言も含め、

○○証人の証言は信用できない。 

＜理由その4＞更に言えば、○○氏の陳述書（乙４）の1頁の 後段から次ペ

ージにかけてこのように陳述している。｢当初より５ｍであると認識はしていました。

しかしながら、私個人のミスにより助成金申請の図面を差し替えるはずでしたが、

そのまま放置してしまいました。｣この差し替えるとの陳述は、もともと二つの図面

があって、それを自ら差し替えるとの意味と解せられるが、そうすると○○氏は当

初から二つの図面の存在を承知していた事になる。又被告準備書面（３）P2 の

中段で、３．３５ｍの図面が添付されていたことを、単なる｢誤り｣としていることもそ

れを裏付ける。仮に町会が３．３５ｍの図面と５ｍの図面を両方作ったとしても、ダ

ンジリ倉庫を作る目的であれば３．３５ｍの図面を市に提出する必要はさらさら無

いものであり、これを市の担当である○○氏が保有していたのは何らかの思惑

があったと考えるべきである。 

＜理由その 5＞原告の文書提出の申立により提出された、設計会社が保有し

ていたとされるシャッター高さ５ｍの図面は、当初から存在していたか疑問がある。

その疑問の一つは図面（甲２１）と実際の完成写真（甲 11 号証、乙 2 号証の６ 

同じもの）を見ると、シャッター上部に子屋根が出来ているが、図面には無い。便

所の前面の壁の形態が異なる、同じく便所の小窓の位置が異なる等多くの違う

点がある。もう一つは図面のシャッター高さは５ｍと表記されているが、この図面

の縮尺でいけば５．５ｍ近くあり、実際のシャッターもその程度の高さである。

CAD 等で作成する図面で一部の縮尺が異なることは考えにくく（他のところは全
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て 1/100 の正確な寸法となっている）、ここだけ違うのは本件訴訟でシャッター高

さ５ｍの図面の存在が問題となったため、後からシャッター高さの表記を変更し

たのでは無いかと考えられる。いずれにしても現実に作られた倉庫と図面が異な

っており、この図面が設計図面として当初から存在したことについては重大な疑

問を抱かざるを得ない。 

以上の事実から、○○氏は町会がダンジリ収納庫を目的に助成金の申請を

行うことは当然承知しており、町会がその手続の中でこのような細工を労し、本

当はダンジリ倉庫であるのに、町会館狭隘に伴う倉庫の増築として申請し、それ

に相応しい単なる倉庫としか考えられない図面を添付し、和泉市に単なる倉庫と

して申請したと誤認させ、その結果助成金を受領したもので、○○氏がこれに積

極的に加担したか否かはともかく、そのことは十分認識していたものと考えるべき

である。 

よって、担当である○○氏の本意は別にして、和泉市は本件倉庫を単なる会

館付属倉庫として助成したもので、ダンジリを収納することを目的とするものであ

ることを前提として本件補助金の交付を決定したものではない。 

 

第 5 まとめ 

以上から、本件倉庫に対する助成金の支出は、町会館等の整備に関する要綱に

反し、本件倉庫は建築確認を取得していない違法建築であり、申請にあたり虚偽の

図面を添付して違法に申請をしたもので、本件助成金は公益に反し違法・無効であ

り、若樫町内会に返還を求めるべきである。 

 

以上 


