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　　　　　　　　　　圭　　　　　　　　　　　文

　　　１　本件訴えのうち，大阪府知事が和泉市に対して平成１７年７月６口付け　　　　

でした平成１７年度径営構造対策事業の補助金交付決定の取消しを求める　　　　

訴えを却下する。

　　　２　原告のその奈の訴えに係る請求を棄却する。

　　　３　訴訟費用は原告の負担とする。

　　　　　　　　　　事　実　及　び　理　出

第１　請求

　圭　大阪府知事が和泉市に対して平成１７年７月６日付けでした平成１７年度経　　

営構造対策事業の補助金交付決定を取り消す。
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　２　大阪府知事は，和泉市に対し，６１９５万円の金員を支払うよう請求せよ。

第２　事実の概要

　　　本件は，大阪府の住民である原告が，大阪府から和泉市に交付された補助金　　

の対象事業において，設置され九施設が建築基準法及び農地法に違反すること　　

を理由として，①他方自治法（以下「法」という。）２４２粂の２第１頂２号　　

に基づき，補助金交付決定の取消しを求めるとともに，②上記補助金の支出は，

　　公益上必要があるとは認められないから法２３２粂の２に反し違法であるとし　　

て，法２４２粂の２第１頂４号に基づき，大阪府知事に対レ和泉市に補助金　　

相当額の損害賠償請求をするように求めている住民訴訟である。

　１　前提事実（争いがないか，証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事　　

実。なお，書証番号は特記しない限り枝番を含む。）

　　①　補助制度の概要

　　　　雨は，食料・農業・長打基本法（以下「基本法」という。）及び農業経営　　　

基盤強化促進法（以下「促進法」という。）の趣旨を実現するため，認定農　　　

業者（促進法１２粂の認定を受け九才）等の担い手の育成・確保，当該担い　　　

手に対する農地利用集積の促進等の対策を総合的に推進することを主たる目　　　

的とした，強い農業づくり交付金制度を設け，強い農実づくり交付金実施要　　　

綱（以下「雨要綱」という。平成１７年４月１目付１６生産第８２６０号農　　　

柿水産事務次言依介通知），強い農業づくり交付金実施要領（以下「雨具　　　

領」という。平成１７年４月１目付TL 6生産第８２６２号農柿水産省大臣官　　　房国際部長，総合食料局長，生産局長，経営局長通知），強い農実づくり交　　　行金交付要綱（以下「国交付要綱」という。平成１７牛４月１目付１６生産　　　策８２６１号農柿水産事務次官依介通知）及び補助金等に孫る千算の執行の　　　適正化に関する法律（以下「補助金適正化法」という。）に基づき，強い農　　　実づくり交付金の交付を行っている。

　　　　大阪府は，平成６年２月に，促進法５条TL項に基づく大阪府農業経営基盤
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　　強化促進基本方針を，平成１４年３月に，大阪府新農柿水産業振興ビジョン　　

を，それぞれ策定し，農業振興の往の一つとして，農業の担い手の育成・破　　

憚や，当該担い手に対する農地利用集積の促進等を重要施策としているとニ　　

ろ，効率的かつ安定的な経営体を育成し農業構造改善の促進を図るため，

　　国から強い農業づくり交付金の交付を受け，これを財言とする大阪府農業経　　

営構造対策費補助金制度を設けている。

　　具体的には，農業構造改善の促進を図る目的の事業を実施する場合に，市　

町村等に対レ大阪府農業経営構造対策費補助金交付要綱（以下「府要綱］　

という。）及び大阪府補助金交付規則（以下「交付規則］という。）に基づ　

き，経営構進対策事業費補助金を交付しているものであり，その補助対象事　

業としては，高生螢欧農業用概械施設の整備事業が合まれている。そして，

　事業実施の細則として，大阪府経言構造対策事業実施要領（以下「府要領」　

という。）を定めている。

　　（以上につき，甲１，２，乙１から５まで，１２，１３，弁論の全趣旨）

②　本件イチゴハウスに係る神助事業の概要

　　いずみ小川いちご組合（以下「本件組合」という。）は，農家４戸で組織　

する組合であり，市場出荷と補み取り圃を複合的に組み合わせた高収益・省　

力型農業を目指した共同経営を行っている。

　　本件組合は，泉州東部区域農用地緯合整備事業（泉州地域における長道及　

び農地の整備事業）で開発した農地において，１億２３９０万円をかけて，

　イチゴの高設栽培設備等を導入した高生産性農業用機械施設（以下「本件イ　

チゴハウス」という。）の施設整備を行った。

　　　　　　　　　　　　　　　　（以上につき，甲払　乙７，弁論の全趣旨）

（3）本件補助金交付決定に至る経緯

　ア　和泉市長は，大阪府知事に対し，平成１７年４月１２口付けで，本性組　　

合による高生産性農業用機械施設の整備を中心とする小川西地区経営構造
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　　　対策事業計画を作成して見出した（乙７）。

　　イ　大阪府知事は，上記アの事業計画の内容を審査した結果，国要綱及び国　　　

要額に該当すること牡確認レ　これを踏まえた帽道府県実施計画を作成レ　　　

平成１７年４月１５日付けで，近畿農政局長と‥成果目標の妥訃比につい　　　

ての協議を行った（こ.8）。

　　ウ　近畿農政局長は，国要綱等の要件を満たしているニとを確認し，平成Ｔ　　　

７年４月２７口付けで，大阪府知事に対し，上記協議に対して異議がない　　　

旨を通知した（乙９）。

　エ　大阪府知事は，近畿農政局長に対レ平成１７年５月１ ３Ｆｮ付けで，平　　成１７年度強い農業づくり交付金の交付申請を行い（乙１

０ ，近畿農政　　局長け，大阪府知事に好い　同年６月１０口付けで，上記交付金の交付決　

　定通知をした（乙１Ｔ）。

　オ　和泉市は，大阪府知事に対し，平成Ｔ７年６月２４口付けで，交付申請　　

を行い，大阪府知事から権限の委任を受けた大阪府泉朗農と緑の総合事務　　

所長は，交付規則及び府要綱の規定に基づき，同年７月６引水寸で，補助　　

金交付額を６１９５万円とする補助金交付決定を行った（以下問決定を　　　

「本件補助金交付決定］といい，ニれに基づいて交付される補助金を「本　　

件補助金」という。）（甲２）。

　カ　大阪府泉朗読と緑の総合事務所長は，平成１７年１０月３０口付けの和　　

泉市の実績報告を受け，同年１１月４日，補助金額の確定を行い，和泉市　　

に対し，交付決定額どおりの交付を行った（甲２）。

　キ　大阪府は，平成１７年１２月１６日，国から６１９５万円の交付金の交　　

付を受けた。また，大阪府から同額の補助金の交付を受けた和泉市は，こ　　

れに１２３９万円を上乗せした合計７４３４万円を，本性イ千ゴハウス整

　　備に係る事業費として本件組合に神助した。（甲２）

㈲　本件イチゴハウスの建築確認について
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ア　建築基準法６粂１頂は，建築物を建築しようとする場合は，建築確認申　

請を行い，建築士事の確認を受け，確認許証の交付を受けなければからな　

いと定めており，図法９粂１頂け，図法の規定等に違反した建築物につい　

て，特定行政庁は，当該建築物の建築皇尊に対し，当該工事の施工の停止　

を介脳又は柚当の猶予期限を付けて，当該建築物の除却，移転，改築，

　増築，修繕，縦横替，使用禁止，使用制限その他ニれらの規定等に対する　

違法を是正するために必要な措置をとることを介ずることができると定め　

ている。

イ　本件イチゴハウスは，延べ面積６６４２平方メートルの高生産性農業用　

機械施設であり，主な設備は，確物の生長に必要な養水分を，液体肥料と　

して与える魯液栽培システム，地上約１メートルにプランターを設置する　

イチゴ高設栽培設備，ハウス加湿機等である。

　　本性イ千ゴハウスの構造は，往脚部に銀箔コンクリートの独立基礎があ　

‰　フレームは鉄骨造，桂は角パイプ，覆いは不燃性のプラスティックフ　

ィルムであり，天井即今壁部分の被覆資材はビスでとめられており，取り　

外しが可能である。

　　　　　　　(以上につき，甲仁　乙１５から１７まで，弁論の全趣旨)

ウ　本件組合においては，本件イチゴハウスの建築に際して，建築基準法に　

基づく建築確認を要する建築物であると認識しておらず，建築確認申請を　

行わなかった。また，大阪府の担当部局においても，本件イチゴハウスの　

ような農業用ビ二ールハウスは，建築基準法に定める建築物には当たらず，

　建築確認の必要はないとの認識であったことから，本件組合に対し，建築　

確認を求める旨の指導は行わなかった。

エ　和泉市の建築担当部局は，本性イチゴハウスにつき，現地調査を行い，

　建築主に事情を聴取した結果，建築基準法上の建築物であると判断し，そ　

の結果について，平成１９年１２月１２目の和泉市議会において答弁した。
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　　　和泉市からの指摘を受けて，大阪府の担当部局も，本件イ千ゴハウスが建　　　

築基準言上の建築物に該当し得るニとを認識するに至った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上ウ及びエにつき，争いがない）　　

才　和泉市は，本性イ千ゴハウスに関レ建築基準法に基づく必要な措置に　　　

ついての検討を行い，平成２０年３月１７日，本件組合と現地協議を行っ　　　

た。

　　　　本件イ千ゴハウスを建築関係法令に実質的に適合させるために必要とさ　　　

れる改善措置は，暖房用に使用しているボイラーの運転等にかかおるもの　　　

であ（和泉市は，本件組合に対する行政指導を今後も継続的に行うこと　　　

により，上記改善措置を実現するものとしている。（甲Tに弁論の意趣　　　

削

　⑤　住民監査請求及び本訴提起

　　　原告は，平成２０年TL月3 TL日，大阪府監査委員に対レ本件摘助意交付　　決定に基づく補助金の支出は違法であるとして，その返還を合む必要な措置　　を求める住民監査請求をした（以下「本性監査請求」という。）（甲２）。

　　　大阪府監査委員は，同年３月２８日，原告の本件監査請求には理由がない　　

として同請求を棄却し，原告は，同日以降に，同監査結果を記載した通知書　　

を受領した（甲仁弁論の意趣旨）。

　　　原告は，同年４月２３日，本件訴えを提起した（顕著な事実）。

　　　なお，上記監査結果においては，平成１９年１２月１２日の和泉市の市議　　

会における答弁（前記㈲エ）の約５０日後にされた本性監査請求に関し，監　　

査請求期間の往返に正当な理由かおるものと判断されてお‰本件訴えにか　　

いても，被告らは正当な理由かおることについて争っていない。

２　争点及び当事者の主張

　①　本件補助金交付決定の行政処分性（本案前の争点）

　（被告らの主張）
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　原告は，本件補助金交付決定の取消しを求めているものであるｶ八開決定

は，法２４２条の２第１頂２号にいう行政処分ではない。

　すなわち，一般に，地方公共団体が，法２３２条の２に基づいて行う補助

け，ニれに対して行政追分節性質を付与する特段の法的な規制が加えられて

いない限り，原則として私言上の贈与契約に類するものであり，地方公共団

体の長が行う補助金交付決定は，私言上の贈与契約の申込みに対する承諾と

同視できるから，開決定は，行政処分に該当しないものとされている。

　そして，本件補助金交付決定は，交付規則，府要綱及び府要領に基づいて

決定されたものてあって，ニれらの準則は，法令，条例等の委任により定め

られているものではないレ行政処分的性質を付与する特段の法的規制はな

い。また，交付規則には，交付決定に対する不服申立手続もない。

　　さらに，交付規則によれば，補助金交付の申込みと承諾（交付決定）によ　

り補助金を交付するニと示予定されており，現実にもニのような手続を径て　

交付されているもので，交付の相手方の意思にかかわりなくその優越的地位　

においてするものではない。

　　よって，本件補助金交付決定は，私法上の贈与契約の申込みに対する承諾　

と考えられ，法２４２条の２第１頂２号の行政処分には該当しない。

（原告の主張）

　本件補助金は，図示行っている強い農業づくり交付金制度による交付金を

財源としているものである。

　そうすると，府要綱に具体化された補前金制度の総体は，大阪府が基本法

及び促進法の要請を具体化するためにしているもので，その存在が法律によ

って裏付けられたものと解釈でき，実質的に基本法及び促進法の委任を受け

ていると考えるべきであるから，本件補助金交付決定は行政処分である。

　仮に，本件補助金交付決定に，抗告訴訟にいうところの行政処分性を認め　

られないとしても，抗告訴訟は処分の相手方が処分の効力を争うものである
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　のに対し，法２４２条の２第１項２号の請求（以下「２号請求」という。）　

に当たってば，原告は処分の相手方の立場に立つのではなく，自治体のため　

に自治体の総括者の立場に立つものであるから，２号請求にいう行政処分を，

　抗告訴訟における行政処分と全く同じに解する必要はない。　したがって，袖　

前金適正化法平袖前金に開する条例により行政処分匹を胴示していないとし　

ても，内部の規則・要綱によって，補助金適正化法と類似の基準を定めて亘　

用している場合は，２号請求の対象たる形式的行政処分と解するべきである。

　　そして，本件袖前金交付決定の根拠とかっと交付規則は，その内容・形式　

等ﾝ爪補助金適正化法と酷似していることからすれば，本件袖前金交付決定　

は，上記形式的処分に該当レ　２号請求の取消しの対象となる。

②　本件神助金交付決定の違法性（本案の争点）

　（原告の主張）

　　補助金の交付については，法２３２条の２において，公益性が必要である　

とされているところ，本件イチゴハウスの建設け，下記ア，イのとお‰建　

築基準法及び農他言に違反するものである。そして，かかる違法な建築物に　

ついて神助することは，個々の補助事業部要綱等に適合するか否かにかかわ　

らず公益に値しかいから，本件補助金交付決定は，同条に反レ違法である。

　ア　建築基準法違反

　　　本件イ千ゴハウスは，建築基準法６条１項に定める建築確認を受けてい　　

ない違法建築物である。

　　　そして，本件組合が，和泉市との問で建築基準法王の問題を解決すべく　　

検討中であること，今後，実質的に建築基準言上の問題部なくなり得るこ　　

とをかん部みたとして仁建築確認済圧の交付を受けていない事案には変

　　わり部なく，建築基準法違反の事実に何ら影響しない。

　　　被告らは，今後，建築基準法上の問題を解消する措置部とられれば，案

　　体的に違法な状態ではなくなると主張するが，建築基準法の事前確認制度
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　は，建築部予定されている建築物部構造的にも安全面でも建築基準法に照　

らして問題がないことを事前に信認するニとによって，違法な建築物の発　

生を防止するニとを目的とした建築基準法の根本となる定めてあること，

　これを怠って建築された建築物に対しては，事後に建築確認を受ける鉄渋　

措置は定められていないニとからすれば，その主張は失当である。

イ　農地法違反

　　農地を農地以外のものにするときは，農地転用につき都道府県知事の許　

可が必要である（農地法４粂TL頂）。

　　上記の「農地」とは，農地法２粂１頂において，耕作の目的に保される　

上地をいうものとされており，ニニでいう耕作とは，土地に労働及び資本　

を投じ，いわゆる肥培管理を行って作物を栽培するニとで，作物の育成を　

肋けるための耕うん，生地，播種，言説，施肥，除草等の一巡の作業を行　

って作物を栽培することである。

　　したがって，農地とは，一般的に，用地を直接耕作しているニと部必要　

であり，この上に建築物が建てられ，直接耕作てきない用地は，農地には　

当たらないというべきである。

　　そして，例外的に，園芸州施設の設置に係る農地転用の扱いについては，

　平成１４年４月１目付け農柿水産省径営局構巡改善課長通知（以下「構造　

改善課長通知」という。）において，「農地に形質変更を加えず，棚の設　

置やシートの敷設など，いつでも農地を耕作できる状態を保ったままで，

　その棚やシートの上で農作物を栽培している土地は，引き続き農地言上の　

農地として取り扱うこと」とされている。

　　しかし本性イチゴハウス内には，高架式の棚が設置されており，これ　

らの棚は，施設全面に敷設された恒久的かつ大規模なものであって，容易　

にそれを取り除くことは不可能であるし，同棚を排除すると，本件補助金　

を受ける前提である高能率な観光農園の機能を保持することが不可能とか
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　　‰本性補助全交付決定の前提を欠くことになる。

　　　したがって，本性イチゴハウスの用地は，いつでも農地を耕作できる恍　　

態とにいえないので，農地とはいえず，本件組合は，圓用地を農地転用の　　

許可を得ないで利用していることから，農地法４条１頂に違反している。

　　　なお，同用地は，泉州東部農用地言備事某として３００億円もの巨費を　

投入して造成した農地の一部であり；原則として他に転用できない農用地　

であるから，本来の農地として活用されるべきであるところ，本件のよう　

なイチゴ栽培は，農地の牲匹を全く利用していないもので，多額の公金を　

投入して造成した農地利用にはそぐわかいものである。

(被告らの主張)

ア　本件補助金は，本件組合が，高生産性農某月機械施設を導入するに当た　　

り必要な事業費の一部を，和泉市を通じて間接補助するものである。

　　すなわち，市場で安定的に価格が推移し，かつ，都市近郊の立地条件を　

活かした観光補み取りても入気の高いイ千ゴに着目し，ハウスでの高設栽　

培設備を導入するごとにより，農作業の省力化に加えて市場出荷と観光補　

み取り図を組み合わせた高収益のイチゴ栽培を実現し，これによって農業　

の担い手の育成・確保と農地の利用集積を推進することを目的としている。

　　具体的には，認定農業音数加計居特に比べて１００パーセントの増加率　

となり，認定農業者の担い手への農地利用集積率は３２パーセントの増加　

となるニとが見込まれている。　これは国要綱，国要額にも適合し，かつ，

　大阪府の効率的かつ安定的な経営体を育成し，農業構造改善の促進を図る　

目的とも適合しているものである。

　　したがって，本件補助金交付決定は，交付規則，府要綱，府要領，府要　

頭部援用する国要綱，国要領に適合しており，違法性はないものであり，

　これに基づき行われた支出も，公益性が認められ，適法である。

　　そして，原告の建築基準法違反，農地法違反の主張についても，下記の
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　　　とおり，本件往訪金交付決定の公益性を否定するものではない。

　　イ　建築基準言達反がないこと

　　　　日本建築行政会議の考え方によると，①育成・栽培のために限定して設　　　

置されたものであるニと，②言股の交縁付は，ス千－ルパイプ等の簡易な　　　

ものであること，③施設を復うビニールシート等は薄い材料で容易に取り　　　

外しができるものである二と，以上の要件を満たす農業用ビニールハウス　　　

は建築物と取り扱わない二ととしており，そもそ仏本件イチゴハウスが　　　

建築基準法の適用を受けない可告比がある。

　　　仮に，本件イチゴハウスが建築基準言上の建築物であることを前提とし　　

ても，建築主に対して無確認建物であることに件う処罰かおるごとに別に　　

して，当該建築物が実体的に建築関係法令に適合していれば，完了検査を　　

経て，検査済証が交付される関係とたっており，和泉市は，平成２０年３　　

月１７日，建築主と現地協議をＵ必要な改善措置をとるよう行政指導を　　

しており，改善措置の実現が見込まれている。

　　　この改善措置が実践されると，当該建築物が実体的に建築確認法令に適　　

合する二とが期待される。

　　　そうすると，本件イチゴハウスが無確認建物だったとしても，本件往訪　　

金交付の目的達成を阻害しない。

　ウ　農地法違反がない二と

　　　本件イチゴハウスの用地は，農地の上にシートが敷設され，また，棚が　　

設置されて，棚の上でイチゴが栽培されている関係にあるが，農地の形質　　

変更は加えられていかい。そうすると，構造改善課長通知の基準からして，

　　農地の転用許可を要せず，本件補助金交付の目的を阻害しない。

③　損害の有無（本案の争点・請求の趣旨２項）

　（原告の主張）

　　大阪府が，和泉市に対し違法に支出した補助金６１９５万円が損害とか
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　　る。

　　　なお，本件補釣合は，国からの交付金を財源としたものであるが，本件補　　

前金の支出は，大阪府と和泉市開でなされたものてあり，その原資か国であ　　

ったとしても，大阪府からの支出であることには変わりがなく，国から返還　　

を求められればこれに応ずる必要かおるのだから，大阪府の損害は認めら礼　　

るべきである。

　　（被告らの主張）

　　　住民訴訟制度は，地方公共団体の機関又は職員の違法な財務会計上の行為　　

又は怠る事実を是正するニとによって，地方公共同体の財産の損害を防止，

　　回復することを目的とする制度であるから，当該財務会計行為により現実に　　

地方公共団体に損害を与えたか否かが問題とされるべきてある。

　　　本件補助金の財源は，大阪府か国から交付された強い農業づくり交付金で　　

あり，同交付金の金額と本件補助金の金額とは一致している。また，強い農　　

業づくり交付金は，前述の国要綱，国要領，国交付要綱及び補助金適正化言　　

に基づき交付されるもので，神助事業者の事業がニれらの内容に反していた　　

り，用途外支出があったりとの義務違反が存在すれば大阪府において国に返　　

還しなければならない性質のものである。

　　　したがって，このような性質の交付金を財源としてした本性補助金の交付　　

は，大阪府の固有財産に何らの変動を及ぼすものではないから，大阪府に対　　

して何ら実体言上の財産的損害を与えるものではない。

　　　よって，本件補助金の交付に関する財務会計行為によって損害は生じてい　　

ない。

３　争点に対する判断

１　本件補助金交付決定の行政処外注について（争点①）

　①　住民訴訟の２号請求として，「行政処分たる当該行為の取消し」が認めら　　

れているところ，２号請求にいう「行政処分」の意義については，抗告訴訟
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　　則は，補助金交付に開する手続が適正に行われるように半衿執行上の内部手　　

続を定めたものであって，補前金交付決定を行政処分として撰威したものと　　

はい大ない。

　　　また，原告は，府要綱に具体化された補助金制炭の総体は実質的に基本法　　

及び促進法の委任を受けていると贈大石べきであると主張するが，府要綱及　　

び府要領は，基本法及び促進法により直接の委任を受けて制定されたもので　　

はなく，ニれらに基づきされ石補助金交付決定が法律に根拠を置くとはい大　　

ないし，府要綱及び府要領においても，一定の者に補助金の交付を受け石径　　

利を与え，行政庁に当該権利の存否を判断させる仕組みはなく，補助金の交　　

付決定に対する不服申立てについて定めた規定はないニとからすれば，やは　　

り事務執行上の内部手続を定めたものにすぎないとい大石。

　　　以上からすれば，本件補助金交付決定は，２号請求における行政処分には　　

当たらず，前記第１の請求の１頌に係る訴えは不適法といわざるを得ない。

　　　なお，乙１４によれば，大阪府知事は，本件補助金の交付に閲する権限を　　

大阪府泉州農と緑の総合事務所長に委任してお‰本件補助金交付決定をし　　

たのも同所長であるところ，原告は，上記請求において大阪府知事が同決定　　

をしたものとして，その取消しを求めているが，いずれにしても上記訴えが　　

不適法であ石との結論に変わりはない。

２　本件補助金交付決定の違法性について（争点㈲）

　①　住民訴訟の対象と補助金交付の違法性

　　ア　法２４２粂の２の規定に基づく住民訴訟は，普通地方公共団体の執行機　　　

関又は職員による法２４２粂１頂所定の財務会計上の違法な行為又は怠る　　　

半実の予防又は是正を裁判所に請求する権能を住民に与え，もって地方財　　　

務行政の適正な運営を確保することを目的とするものである。そして，法　　　

２４２粂の２第１項４号の規定に基づく請求は，このような住民訴訟の一　　　

類型として，財務会計上の行為を行う権限を有する当該職員が職務上の義
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　務に違反する財務会計上の行為を行った場合に，当該職員個人やその行為　

の相手方に対して損害賠償義務の履行等をするよう求めるものにほかなら　

ない。　したがって，当該職員の財務会計上の行為をとらえて上記規定に基　

づく損害賠償責任を問うニとができるのは，当該職員の行為が財務会計法　

規上の義務に違反する違法なものであると評価てきるときに限られる。

　　そうすると，本件訴訟において本件補助金交付決定の適否を検討するに　

当たっても，補助金交付の対象となった事業等に何らかの法令違反があっ　

たか否かというだけで結論を決することはできないのであって，そうした　

法令違反の有無を考言した上で，本件補前金交付決定をしたことが財務会　

計法規上の義務に違反するといえるが否かという観点から行われるべきも　

のと解するのが相当である。

イ　ところで，地方公共団体は，憲法上広範な自治権を与えられてお‰事　

業その他，様々な対象に対して神助を行う権能を有するものと解されると　

ころ，法２３２架の２は，補助金等を交付するニとができる場合を「公益　

上の必要」かおる場合に限定レ恣意的な補助金等の交付による当該地方　

公共団体の財政秩序の混乱を防止している。

　　かかる補助金等の交付につき，公益上の必要性があるか否かについては，

　第一次的には，行政目的を達成すべき地方公共団体の議会平首長の政策的　

な裁量判断にゆだねられているというべきであるが，当該補助金等の交付　

を客観的にみて，公益性を認めるニとができず，かつ，補助金を交付する　

に際して行った公益上の必要性の存在に関する判断過程に，裁量権の範囲　

の逸脱・濫用があったと認められる場合には，開架に違反して違法になる　

ものと解される。

ウ　前記前提事実（第２の１ド1）のとおり，本件補助金は，国の強い農業づ　

くり交付金制度による交付金を財源として利用しながら，大阪府の定める　

新農林水産業振興ビジョンにより，効率的かつ安定的な経営体を育成し，
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　　農業構造改善の促進を図るために，府要綱及び交付規則に基づいて，市町　　

甘に対して交付されるものであ引制度白体の公益性は特に問題なく認め　　

られる。そして，本性イ千ゴハウス部，府要綱において補助対象事業とさ　　

れている高生⑤匹農業用機補誼設であるニとも，当事借間に争いがなく認　　

められるものである。

　　　上記のとおり，本件補助金の基となる制度の目的が公益性を有している　　

こと，本件イ千ゴハウスの控備に孫る事業計圃は，本件補助金制度の目的　　

に適ったものであることからすれば，本件補助金の交付が，客観的にみて，

　　公益性の認められないものであったとはいえず，本件補助金交付決定を行　　

う際の公益性の存在に関する処分行政庁の判断過程に，裁量権の範囲の逸　　

説・濫用があったものともいえない。そうすると，本件補助金の交付が財　　

務会計法規上の義務に違反する違法なものともいえないというべきである。

②　建築基準法・農地法違反の主張について

　ア　ニれに対して，原告は，本件イチゴハウスの建設は，建築基準法及び農　　

他言に違反するものであり，かかる違法な建築物に対して補助をすること　　

は，個々の補助事業部要綱等に適合するか否かにかかわらず公益に値しか　　

いことから，本件補助金の交付は法２３２条の２に反すると主張する。

　　　しかし，交付規則１５条は，補助事業者が補助対象事業に関して補助金　　

の交付の決定に付した条件その他法令等に違反したときは，当該決定の金　　

部又は一部を取り消すものとしている一方，同１４条部，上記条件の違反　　

等部判明した揚合の是正措置について定めていることをも勘案すれば，補　　

助対象事業につき何らかの法令違反が事後的に判明したからといって，直　　

ちに当該補助金支出の公益性部否定されるものではないというべきである。

　　　上で述べたところを踏まえて，原告の主張につき，以下具体的に検討を　　

加える。

　イ　本件イチゴハウスについては，和泉市は建築確認が必要との判断をして
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　いるところ，前記前提事実（第２のい㈲ウから才までのとおり，建築確　

認を経ていないニとから，建築基準法上違法と評価され得るものというニ　

とができる。

　　しかレ本件イ千ゴハウスの構造は，前記前提事実（第２の１）㈲イの　

とおり，通常のビニールハウスの造りと類似しているところ，農業用の簡　

易々構造のビニールハウスについては，建築基準言上の「建築物」には当　

たらず，建築確認は必要ないというのが一般的な取扱いてあったこと（甲　

Tに弁論の金趣旨），本件組合及び和泉市において仏建築確認を潜説し　

て違法建築物を建築する意図の下，補釣合交付申請をしたものではないニ　

と，また，建築基準法も，建築確認を径ずに建築された建築物について，

　事実に即して，違法を是正する事後的な措置に関する規定を置いていると　

ころ，本件では，和泉市の行政指導により，建築関係法令に実質的に適合　

させるために必要とされる改善措置を実現するニとが予定されていること　

等の事情に照らせば，本件イ千ゴハウスが建築基準法に反しているニとが　

事後的に判明したことをもって，客観的にみて，本件補助金の交付に公益　

性がなかったということにはならない。

ウ　農地法にいう農地転用の有無の判断に当たってば，原告主張（前記第２　

の2（2）イ）のとおり，構造改善課長通知において，農地に形質変更を加え　

ず，棚の設置やシートの敷設等，いつでも農地を耕作できる状態を保った　

ままで，その棚やシートの上で農作物を栽培している土地は，引き続き農　

地言上の農地として取り扱うこととされており（甲払　乙６，弁論の金言　

旨），現に農地として耕していることを要するものではないと解される。

　　原告は，本件ビニールハウス内には，高架式の棚が設置されており，ニ　

れらの棚は，施設全面に敷設された恒久的かつ犬規役々ものであって，到　

底簡易なものであるとはいえず，容易にそれを取り除くことは不可能であ　

ることから，その敷地も農地法における農地とはいえず，農地転用の許可
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　　　を必要とすると主張する。

　　　　しかレ　乙１５から１８まで及び弁論の金趣旨によれば，本件イチゴハ　　　

ウスの用俎上にはシートが敷設されており，パイプ製の簡易な造りの梱を　　　

設置して，開梱上でイチゴの栽培が行われていること，開シートは，薄い　　　

適肝比のある古代のもので，いつても容易に取り外すことができるもので　　　

あることが認められる。

　　　　そうすると，農地の形質変更が加えられているとはいえず，農地として　　　

の性格に変更けないから，農地転用の許可を要するものではないというべ　　　

きである。

　　　　なお，原告は，本件のようなイチゴ栽培は，農地の特性を全＜利用して　　　

いないもので，多額の公金を投入して造成した農地利用にはそぐわないと　　　

も主張するが，上記のとおり，本件用俎はいつでも耕作できる代況にあっ　　　

て，農地としての特性を失っていない以上，農地法違反は存しないのであ　　　

って，この点に関する原告の主張は農地利用の適否をいうにすぎないもの　　　

である。

　　エ　以上からすれば，原告主張の点け，本件補助金の交付に係る公益性の存　　　

右岸，処分行政庁の判断過程における裁量櫓の範囲の逸脱･ヽ濫用について　　　

の前記第３の２①の判断を左右するものではなく，本件補助金の支出が財　　　

務会計法規上の義務に違反することを基礎付けるものでもないというべき　　　

である。

３　結論

　　よって，その余の争点について判断するまてもなく，本件訴えのうち，前記　

第１の１に係る訴えは不適法であるから却下し，その余の訴えに係る請求は理　

由がないので棄却することとし，主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第７民事部
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