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上告受理申立人 小林 洋一 

同上         小林 昌子 

 

 

頭書事件につき、申立人らは下記のとおり上告受理申立の理由を提出する。 

 

記 

 

 原判決は、法令の解釈適用を誤り、ひいては経験則違反、採証法則違反があり、この違

法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。 
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第１ 本件の概要 

本件は和泉市が若樫町内会の町会館横の倉庫（以下本件倉庫）の建設に対し、町

会館等の整備費助成に関する要綱（以下本件要綱）により助成金を支出したのは違法

であるとして、和泉市に若樫町に対し助成金の返還を請求するよう求めた事件である。 

違法とする理由は、本件倉庫の建設は本件要綱の助成対象事業に該当せず、併せ

て本件倉庫は必要な建築確認を取得していない違法建築物であり、且つ申請にあた

って虚偽の図面を添付し本件申請を会館附属倉庫の増設の申請であるかのように偽

装してなされたもので、そのような申請に助成金を支出することは公益に反することはも

とより、公序良俗にも反するもので違法且つ無効であり、和泉市は若樫町内会に対し助

成金の返還を求めるべきとして起こされた訴訟である。 

 

第２ 原審の判断 

原審は、本件倉庫の建設に関する助成金の支出は本件要綱に反するものではなく、

建築確認を取得していない建築物への助成が直ちに適格性を欠くとは言えず、申請

時に実際の建築物と虚偽図面を添付したとしても、市の本件助成に影響を与えた事は

無いから、本件倉庫に助成金を支出したことに市長の裁量を超えるとは言えないとして

請求を棄却した。 

この原審の判断は、法令の解釈適用を誤り、ひいては経験則違反、採証法則違反

があり、この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであり、以下個別にその誤りにつ

いて述べる。 

 

第３ 上告受理申立理由第１点（本件倉庫の助成金該当性） 

１ 原審の判断 

原審は次のように判示する。 

公益上の必要性の判断は、普通地方公共団体の長の裁量にゆだねられた事

項であるから、諸般の事情を総合的かつ合理的に勘案して、特に社会通念上不
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合理な点があるとか、特に不公正な点があるとかの場合でない限り、違法であると

はいえないと解されるところである。したがって、本件倉庫の新築が上記助成対象

事業に該当するかどうかが一義的に明らかではないとしても、町会によるだんじり

の所有・管理が本件要綱 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ることや、既存の町会館との場所的・機

能的接着性などを考慮して、本件倉庫の新築が本件要綱 2 条に定める助成対象

事業に当たるとした被控訴人の判断が、その裁量権を逸脱し、又はこれを濫用し

たものと認めることはできないというべきである。 

 

２ 原審判断の誤り 

原審の判断は以下の二つの点で誤りがある。 

（１）本件倉庫は助成対象事業に該当しない。 

本件倉庫は町会館等の整備助成に関する要綱（甲７）により助成されたもので

あるが、その第 2 条の助成対象事業として｢町会が町会の町民の集会及び会議室

に使用する建物（以下｢町会館等｣という）の新築、増改築、改修及び購入と

し、・・・・｣とされ、従来から町会館や自治会館等の地域住民が集会に利用する建

物の建築・改修に対し助成されていたもので（甲１０）、本件倉庫のようにダンジリの

保管庫に助成された例はない。尚町会館新設に際し、その内部にダンジリの保管

場所を有する町会館に対助成を行った例はあるが、本件のように独立したダンジリ

保管庫に助成した例は無く、市内の多数のダンジリ保管庫は全て自己資金で建

設されており、ダンジリ保管庫が町会館助成金の対象となるとは誰もが考えもしな

いのが実情である。 

このような状況の中で、本件倉庫は町会館横に近接して建設されたものである

が、これはたまたまこの地に町会所有の土地があったためであり、ここに建設しな

ければならない場所的・機能的接着性が存在した訳では無い。山本証言の 5 頁に、

代理人の｢そのダンジリの倉庫を、どこへ設置したいと言っていましたか｣の質問に
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対し、山本証人は｢当初は村のはずれの場所があったんですけれども、そこは治

安がよくないということで、今の会館の横に用地があるので持ってきたということで

す｣と証言していることからも明らかである。たまたま土地があったからそこに建設し

たと言うことであって、そこでなければならない理由は無かったし、事実その他のダ

ンジリ倉庫は町会館とは別の場所に建設されており、それが何らかの支障を生じ

ているわけでもない。原審の判断はたまたまその地にあったものを、それが理由が

あってそうなったかのように判断しているのは、事実誤認である。又機能的側面で

考えても、町会館の機能を補完するための便所やテーブルや椅子などの付属品

を入れる倉庫が会館の一部として助成対象に該当するのは論を待たないが、本

件ダンジリ倉庫は会館の機能とは何の関係も無いから、本件倉庫と町会館との機

能的近接性は存在しない。 

本件倉庫は本件要綱に基づき助成されたものであるから、本件要綱で定めた

助成対象事業に限定して助成されるべきであり、原審の当該倉庫が｢助成対象事

業に該当するかどうかが一義的に明らかではない｣というのであれば、拡大解釈は

許されず抑制的に判断されるべきであり、本件倉庫は既存の町会館との場所的・

機能的接着性を必要とするものでも無いから、本件倉庫の新築が本件要綱 2 条に

定める助成対象事業に当たるとした被控訴人の判断は、本件要綱 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」とする目的に一定程度資す

るものであることを考慮したとしても、その裁量権を逸脱・濫用したものと評価せざ

るを得ない。 

（２）目的外支出の違法性 

原審は、本件申請をダンジリ倉庫の新設のための助成金の支出であることを前

提に、その公益性を判断しているが、そもそも本件申請はその目的を｢町会館の

狭隘化に伴う備品等収納倉庫増築｣、事業の名称を｢若樫町会館倉庫増築工事｣

として申請し、ダンジリが収納できない二階建て風の倉庫と見られる図面が添付さ

れ申請されたもので、書面上ダンジリ収納倉庫として申請されたものではない。 
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本件要綱第 5 条第 1 項に、事業の目的や事業の名称を記した事業計画書や施

設の位置や平面図や立面図の書面の提出を義務付け、同条第 2 項に提出した事

業計画に変更を生じたときは、速やかに助成金の変更交付申請の提出を義務付

け、第１０条には助成金を目的外に使用したときは交付した助成金の返還を命じる

ことがある旨規定する。 

しかしながら本件申請書類にはダンジリの収納を目的とする趣旨の記述は一切

無く、更に添付された立面図はダンジリが収納できない通常の二階建ての倉庫の

図面が添付されていたものである。助成金の審査はあくまで申請された書面に基

づき行われなければならず、そうすると本件助成金の支出はダンジリを収納する倉

庫ではなく、通常の倉庫としてそれが助成に値するか否かが審査されたものであ

る。仮に本件申請の市の担当者がダンジリ収納の倉庫として認識していたとしても、

それはあくまで個人的な認識に過ぎず、そのような認識は組織として共有されたも

のでもない。その事は山本証人の証言（山本証言 25 頁）で、裁判長からの 終決

裁者の市長が、添付の図面でダンジリ倉庫の増築であることが認識されたのかの

質問に対し、証人は決済の図面ではわからないと証言している事からも明らかで

ある。地方自治体の事務については、必要なレベルの決裁者の承認をもって公式

なものとなるところ、本件では 終決裁者の市長がダンジリ倉庫ではなく通常の倉

庫として審査し決済したものである。 

公的機関の自治体が行う事務事業においては判断の透明性と統一性が要請さ

れ、担当者の個人的な認識は判断の前提にはなり得ないもので、あくまで申請さ

れた書面に基づき審査されるべきである。 

そうすると、本件倉庫は申請とは異なるダンジリ倉庫としてその目的を変更して

設置されたもので、その内容も軽微な変更では無く、倉庫の機能・目的を大きく変

更し、申請図面と全く異なった倉庫を新設したもので、明らかに目的外使用にあた

る。そのような変更があったにも拘わらず、本件要綱第5条第2項の変更交付申請

も提出されず、明らかに同要綱第 10 条の目的外支出として助成金の返還の対象
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となる。 

以上から、原判決の公益性の判断をするまでもなく、目的外支出として本件助

成金の返還を請求すべきである。 

 

３ 民事訴訟法 318 条 1 項所定事由の存在 

以上の通り、本件ダンジリ倉庫は町会館等の整備助成に関する要綱の助成対

象事業には該当せず、ダンジリ倉庫の建設は助成金申請の目的と異なる目的外

支出であり、よって助成金は返還されるべきであり、原審がダンジリ倉庫を助成対

象事業と判断し、本件申請をダンジリ倉庫の申請として公益を判断したことは経験

則違反・採証法則違反があり、要綱に基づく助成金（補助金）の支出に関する違

法性の判断に重要な事項を含むものである。 

 

 

第４ 上告受理申立理由第２点（建築基準法上の建築確認について） 

１ 原審の判断 

原審は次のように判示する。 

本件助成金の交付申請には建築確認書の添付が義務付けられておらず、また、

本件助成金の担当者には建築基準法所定の手続の存否を確認すべき義務が定

められていないだけでなく、本件倉庫が完成して現実に使用されており、これに対

し除去命令等が出されるといったような事態は何らうかがわれないところである。本

件倉庫について、建物としての基本的安全性に影響するような建築基準関係法

令に対する重大な違反があるような場合には、そのような建物の建築について公

益性が否定される結果として、本件要綱に定める助成対象事業としての適格性を

欠くと判断されることもあり得ようが、単に建築確認を受けていないという一事をも

って、上記適格性が直ちに失われるとはいえないというべきである。したがって、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
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くものとして違法となるものではない。 

しかしながら上記判断は法令の解釈に関する誤りがある。 

 

２ 建築基準法の建築確認とは 

建築基準法によれば、建築主は、同法六条一項の建築物の建築等の工事をし

ようとする場合においては、右工事に着手する前に、その計画が当該建築物の敷

地、構造及び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

（以下「建築関係規定」という。）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なければならず（六条一項。以下この確認を

「建築確認」という。）、建築確認を受けない右建築物の建築等の工事は、すること

ができないものとされ（六条五項）、また、建築主は、右工事を完了した場合にお

いては、その旨を建築主事に届け出なければならず（七条一項）、建築主事が右

届出を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若

しくは都道府県の吏員は、届出に係る建築物及びその敷地が建築関係規定に適

合しているかどうかを検査し（七条二項）、適合していることを認めたときは、建築

主に対し検査済証を交付しなければならないものとされている（七条三項）。そして、

特定行政庁は、建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に違反し

た建築物又は建築物の敷地については、建築主等に対し、当該建築物の除却そ

の他これらの規定に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずるこ

とができる（九条一項。以下この命令を「違反是正命令」という。）、とされている。こ

れらの一連の規定に照らせば、建築確認は、建築基準法六条一項の建築物の建

築等の工事が着手される前に、当該建築物の計画が建築関係規定に適合してい

ることを公権的に判断する行為であって、それを受けなければ右工事をすることが

できないという法的効果が付与されており、建築関係規定に違反する建築物の出

現を未然に防止することを目的としたものということができる。（昭和 59 年 10 月 26

日 高裁第二小法廷 事件番号 昭５８（行ツ）３５号 判時 1136 号 53 頁） 
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３ 本件倉庫建築の違法性 

本件倉庫は、建築確認を取得せず建築できないにも拘わらず、法に反し建築し

たもので、上記判示に照らしても違法性は明らかであり、このような違法な建築物

が公益に値しないことは明らかで、それへの助成金の支出が裁量の範囲を超える

ことは明らかである。 

又建築確認の未取得に関し、本件倉庫の設計をした 1 級建築士は本件倉庫に

隣接した会館の建築確認を行っており（甲３０）、本件倉庫が建築確認が必要な建

築物である事は当然承知しており、建築確認を怠り是正命令等を受けたときは建

築士の資格の取り消し等につながる可能性（建築基準法第９条）があり、そのよう

な建築確認の未取得を自らの意志だけで行うことは考えにくく、建築確認申請を

行わなかった理由は、建築確認申請には当然真正な図面の提出が必要となり、そ

の後の助成金の申請図面と齟齬が出ることを心配して、町会役員と図って故意に

取得しなかったものと考えざるを得ない。 

原審は、除却命令等の是正命令（九条一項）が出されていない事や建築基準

法上の重大な問題も指摘されていないこと等から、本件助成の適格性に問題があ

るとまでは言えないと判示する。しかしながら法律上、違反建築物に対する是正措

置は、建築の事前審査である建築確認とは別途の制度として予定されており、建

築確認を取得していようがいまいが、そのような事実があれば特定行政庁の裁量

で是正命令は可能であり、そのような除却命令等が発せられれば、本件倉庫は使

用できない事になり、そのような事態になれば助成金を返還しなければならないこ

とは自明である。そのことと本件建築確認の未取得の状態で建築物を建築したこ

との違法性は全く別の話であり建築基準法上の実体的な違法性の存在とは無関

係である。本件助成金の交付申請には建築確認書の添付が義務付けられておら

ず、また、本件助成金の担当者には建築基準法所定の手続の存否を確認すべき

義務が定められていない事等も建築未確認の違法性を左右する事情にはなり得
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ない。 

建築基準法上建築確認を取得しないで建築したときは、懲役 1 年以下、100 万

円以下の罰則の適用があり（第９９条）、この罰則は対象の建築物が重大な建築基

準法上の問題があるとか、是正措置が出されているか等とは関係なく処罰の対象

となる。このような建築主に対する処罰以外にも、そのような建築物には公的融資

が受けられず、販売広告も禁止されているなど厳しい社会的制裁が科されており、

それとの衡平を考えても助成金の返還は求められるべきである。 

建築確認が、建築関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを

目的とする極めて公的要請の側面があり、本件助成金の支出のような地方自治体

が行う行政行為にあっては、特に公的正義を重んじるべきであり、原審は本件建

築確認の未取得を単なる手続的な瑕疵と判断し、本件倉庫に建築基準法上の重

大な違反は無く、是正命令等も出されていない事、実際にも使用されている等の

実態を重視する余り、建築基準法の建築確認の未取得違反を軽視した判断は、

正鵠を得たものとは到底言えない。 

 

４ 民事訴訟法 318 条 1 項所定事由の存在 

以上の通り、建築確認を取得しないで本件倉庫を建築したことは、重大な法律

違反であり、このような建築物の建築費用に助成金を支出したことは裁量を逸脱し

違法・無効である。原審は本件倉庫の除却命令等が発せられることなく使用され

ている事などの実態を重視する余り、建築基準法上建築確認の解釈を誤っており、

この解釈の誤りは本件倉庫の公益性の解釈に関する重要な事項を含むものであ

る。 

 

第５ 上告受理申立理由第３点（虚偽の図面を添付した事の違法性） 

1 原判決の判示 

原判決は一部 1 審判断を流用しながら概ね次のように判示する。 
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本件倉庫の増築は、平成 16 年 3 月の若樫町内会の定例会総会で町民の異議

により採決が保留された後、総会の決議を経ることなく行われたものであること、本

件倉庫は本件南側倉庫にだんじりを収納することを目的として増築されたものであ

り、実際に完成した本件電動シャッターの高さは、だんじりを収納するのに適した

5m であったにもかかわらず、本件助成金の交付申請に添付されていた本件倉庫

の立面図には、その高さが3.35mと記載され、事業計画書の目的欄にもだんじりを

収納する目的であることが明示されず、本件助成金の交付申請書を一見しただけ

ではだんじりを収納する目的があることが明らかとはならないこと、さらに、本件助

成金の交付申請当時、町会長であった辻が、平成 20 年ころ、本件倉庫について

取材を受けた際、当初からだんじりを収納することを目的としていたわけではない

などと、当初からだんじりを収納する目的で建設した倉庫であることを否定するか

のような発言をしていることなどを併せ考えれぱ、若樫町内会が、本件助成金の交

付申請時において、本件要綱第 2 条に定める助成対象事業に該当しないと判
断されるおそれがあることから、本件倉庫がだんじりを収納する目的を有する

ことが明らかにならないよう、意図的に申請書に実際のものとは異なる立面図を添

付するなどした可能性を否定することができない。 

この点、辻は、本件助成金の交付申請の際に、実際の立面図とは異なった図

面が添付されていたのは、当時、若樫町内会においては、本件倉庫に通常のだ

んじりを収納することを検討するとともに、通常のだんじりよりも高さの低い子供だ

んじりを収納することを検討し、本件電動シャッターの高さをそれに合わせた

3.35m とした立面図も作成したところ、本件助成金の交付申請の際、誤ってこれを

添付してしまったのであって、意図的に当該立面図を添付したものではないと証

言する。 

しかしながら、上記認定事実によれば、本件助成金の交付申請に添付された本

件電動シャッターの高さが 3.35m の立面図は、高さ 5m の立面と同じ平成 16 年 7

月 12 日の作成日付となっているところ、若樫町内会においては、従前だんじりを

収納していた個人の倉庫を明け渡す必要があるとして、同年 3 月の町内会総会に

おいて、だんじりを収納する倉庫の建設に町会特別会計から拠出する議案につい
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て議論がされたが、町民の異議が出て採決に至らず、その後役員会において和

泉市の助成金を利用して本件倉庫を建設することが計画されるに至ったのであり、

このような経緯を経て本件倉庫の立面図が作成されたことからすれば、同年 7 月

においては、当然、通常のだんじりを収納する倉庫を建設することが前提とされて

いたものと考えられ、上記辻が証言するように、この時点で子供だんじりを収納す

ることが検討され、同じ日に立面図を作成するというのは不自然であるし、通常の

だんじりを収納する倉庫と子供だんじりを収納する倉庫について、本件電動シャッ

ターの高さが異なるのみで、他はほとんど同じであるというのも不自然である。そし

て、本件倉庫に子供だんじりを収納することを検討し、子供だんじりの高さに合わ

せた図面を作成したということを裏付ける客観的証拠は全く存在しないことからす

れば、上記辻の証言は信用することができない。 

以上のとおり、本件助成金の交付申請については、本件倉庫がだんじりを収納

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、山本証言)及び

弁論の全趣旨によれば、和泉市としては、本件助成金がだんじりを収納する本件

倉庫の増築資金に使用されることを認識し、その上でだんじりが町民のコミニュテ

ィー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。また、和泉市がこのような認識・判断をして
いたことは、本件要綱１０条に、町会が偽りその他不正な方法で申請したと
認めたときは、助成金交付決定を取り消して交付した助成金の返還を命ずる
ことがあるとされているにもかかわらず、被控訴人はそのような行為に出て
いないことからも裏付けられる。 

そうであれば、仮に若樫町内会が本件要綱 2 条に定める助成対象事業に該
当しないと判断されるおそれがあることを慮って、軽率にも意図的に虚偽の
立面図を添付するなどしたとしても、本件助成金の交付を決定した和泉市の
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半断には何らの不当な影響を与えることはなかったということができる。 
和泉市としては、本件倉庫がだんじり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

明責任等はともかく、本件助成金交付申請における手続上の暇疵により、本件助

成金の交付自体が違法となるとはいえない。 

控訴人らも指摘するとおり、若樫町内会が本件助成金の交付申請書に虚偽
の図面を添付した理由は、一見してだんじり倉庫と分からないように偽装す
るためであった可能性はあるものの、仮に、そのような目的であったとして
も、前記のとおり、本件助成金の交付には公益上の必要性が認められるだけ
でなく、和泉市は本件助成金がだんじり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た上で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のであるから、本件助成金の交付決定が違法
となり、私法上も無効となって、不当利得返還請求権が発生するということ
はできず、また、既に交付した本件助成金の返還を求めた被控訴人の判断に、
裁量権の逸脱・濫用があるということもできないから、上記の点は、前記判
断を左右するものでないことは明らかである。（ゴチック体のところが原審の判

断） 

 

２ 原判決の誤り 

（１）原判決の判断の枠組み 

原判決の判断は、申請の目的を偽装するため虚偽の図面を添付した可能

性はあるものの、本件倉庫に公益性が認められる事、もともと和泉市はダンジ

リ倉庫として助成しているからその判断に影響せず違法では無いと判断した

ものである。判断のポイントは虚偽の図面を添付した行為自体の違法性（要

綱での不正な申請）、助成対象に公益性が認められれば違法性は無くなる

のか、和泉市がその行為とは関係なくもともとダンジリ倉庫に助成すると判断
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していたならその違法性は無くなるのか、そもそも和泉市が本件申請をダンジ

リ倉庫への助成として決定したのか、である。 

 

（２）虚偽の図面を添付した違法性 

１審の証人尋問で元町会長の辻証人は、添付された図面は子供ダンジリ

の収納庫の図面を誤って添付したと証言したが、１審では図面が作成された

日時は既に通常のダンジリ倉庫を建設することが決定したとして、証人の証

言は信用できないと判断し、そのような虚偽図面を添付した意図は、ダンジリ

倉庫の建設に反対する住民にダンジリ倉庫を建設することが分からないよう

にするため添付したと判断した。一方原審（控訴審）では控訴人の釈明を認

めて、その意図は本件要綱第２条に定める助成事業に該当しないと判断され

る恐れがあるため、虚偽の図面を添付したと判断を変更した（原審６頁）。 

この判断の変更は極めて大きな意味を持つものである。即ち１審では反対

住民に対し糊塗するためになされたと判断したもので、そうであれば本件申

請になんら影響が無いとの判断もあり得るが、原審の判断であれば本件申請

自体に影響する重大な事実であり、ダンジリ倉庫であることが判れば助成さ

れない可能性があるため、それを糊塗するためになされた虚偽の申請にあた

り、これは欺罔行為であり刑法 246 条詐欺罪にも相当するもので、本件要綱

第１０条の不正な申請に該当するのは明らかで、助成金の返還を求めるべき

は当然である。仮に原判決の言うように本件倉庫が原判決の公益に値すると

しても、公益とは社会全般の利益、更にはそういう形態の利益が出る性質の

事柄を指すもので、本件で言えば本件倉庫が地域住民のコミニュティーに一

定寄与している実態的効果があるとしても、それを実現する過程に重大な不

正行為が存在した場合は公益性自体が否定されるべきである。 

又仮に市が本件申請をダンジリ倉庫の建設のための助成と認識し、虚偽

の申請の影響を受けなかったとしてもそれはあくまで結果論であり、市の事務
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を騙す為になされた極めて重大な不正行為であり、公益性を要求される助成

金の支出にあってはならない事で、不正な申請であることに疑いを挟む余地

は無い。 

以上から、助成事業に該当しないと判断される恐れがあるため、虚偽の図

面を添付した行為は、本件倉庫が地域住民のコミニュティーに一定程度寄与

しているとしても、又市がもともとダンジリ倉庫に助成する積もりであったとして

も、その違法性が無くなるわけではない。以下は念の為市がダンジリ倉庫に

助成する積もりであったのかどうかを検討する。 

 

（３）市はダンジリ倉庫の建設に助成したのか 

ア 原審の判断（1 審１８頁） 

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、

山本証言）及び弁論の全趣旨によれば、和泉市としては、本件助成金がだ

んじり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、だんじりが町民のコミニュティー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。 

 

イ 虚偽の図面を添付した意図から判断すると 

原審で虚偽図面を添付したのは、本件要綱第２条に定める助成事業に

該当しないと判断される恐れがあるためと判断した。その事は取りも直さず

若樫町内会は、市がダンジリ倉庫として本件を受理することを知らなかった

か或いは確信がもてなかったことになる。仮に市がダンジリ倉庫として本件

を受理する事が決まっておれば、若樫町内会は証人山本と本件申請にあ
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たって何度と無く打ち合わせを行っており（山本証言 ４から５頁）、当然若

樫町内会の辻元会長はそれを知っていたと考えるのが自然である。そうだ

とすれば、元町会長の辻は発覚すると申請自体が無効となる危険が予想

されるような虚偽図面を添付する事はあり得ず、それにも拘わらず虚偽の

図面を添付したのであるから、山本証人の個人的認識はともかく和泉市は

市の意志としてダンジリ倉庫の助成として本件を受理する積もりがなかった

事は明らかである。 

 

ウ 原審で追加された理由 

原審で、市がダンジリ倉庫として助成した理由として、以下の理由を追加

した。（原判決 6 頁） 

｢和泉市がこのような認識・判断をしていたことは、本件要綱１０条に、町

会が偽りその他不正な方法で申請したと認めたときは、助成金交付決定を

取り消して交付した助成金の返還を命ずることがあるとされているにもかか

わらず、被控訴人はそのような行為に出ていないことからも裏付けられる。｣ 

この判断は、和泉市がダンジリ倉庫に助成する積もりがなかったにもか

かわらず、ダンジリ倉庫を新設したなら虚偽の図面を添付したことになり不

正な申請にあたり、助成金の返還を求める事になるが、市がそのような行

為にでていないから、不正な申請ではない。ひいてはダンジリ倉庫に助成

することを市は決めていた事になる。との論法であるが、本訴訟は本件申

請が不正であり返還を求めるべきと争っているのであるから、理由にならな

い事由を理由として判断したもので、経験則、採証法則に反する重大な誤

りである。 

これを卑近な例でたとえると 

A が B に 100 万円を貸した、その際 B は A に借用書を差し出した。その

後 A は B に返却を求めたが B は借用書は形式的なもので、100 万円は A
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から B への贈与である旨合意が出来ていたと主張した。A はやむなく返還

を求めて訴訟を起こした。それに対し B は返却の責任は無いと主張し、譲

与の合意が存在していたか否かが争点となった。裁判所は、B が仮に贈与

する合意が無ければ、返却に応じた筈でそれを行わないでいることは、そ

のような合意があったと認定し A の請求に理由は無いと判断した。この裁

判所の判断は贈与の合意が存在するか否かが争われているにも拘わらず、

合意があったとする一方の主張をそのまま採用して判断したもので採証法

則に反する事は明らかである。 

 

エ 原判決であげている証拠から 

（ア） 甲１について 

甲１は監査結果であるが、その中で本件に関係するところは監査結果の２

０頁の監査委員の判断で 

また、若樫町会の施設には、既存の町会館に隣接する形で建築され、だ

んじりのほかテーブル、椅子、消火設備等備品類が収納されていた。 

次に、本事案にかかる監査対象部局の説明では、市はこれまで、各町会

が整備する町会館とそれに附属する地域住民のための施設として、町会

の備品を入れる倉庫、災害時や町会行事で行われる炊き出しを行う場所

など多目的に利用できる倉庫、及び地域のコミュニティ活動の活性化に大

きく貢献し、文化的財産でもあるだんじり等を収納する倉庫も、町会館等と

の併設であれば助成を行ってきている旨説明する。そして本件施設につい

ては、だんじりの収納が可能であり、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説明する。（引用終了） 

上記の 4 行目から 9 行目までは、ダンジリ倉庫に助成したことの正当性に

ついての対象部局の説明で、単なる倉庫として助成したのか或いはダンジ

リ倉庫として助成したのかについて述べたものではない。問題はこの判断
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の 後の３行に｢だんじりの収納が可能であり、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｣とあり、少なくとも申請時には明確に

ダンジリ倉庫として申請を受理したものでは無いことは明らかである。 

（イ） 山本証言について 

山本証言の 20 頁に裁判官の｢どういうものとして申請されたのか｣の質問に

対し、｢町会館の備品も入れるし、ダンジリも入れるという認識｣と証言してい

る。更に 25 頁の裁判長の市長の決裁で添付した｢小さなシャッターの図面

でダンジリ倉庫とわかるのか｣との質問に対し、｢それはわからない｣と証言し

ている。即ち山本証人自身はダンジリ倉庫としても利用されることは承知し

ていたが、決裁ではダンジリを収納する倉庫として審査されなかった事は

明らかである。 

尚山本証人の証言について、申請時に提出が義務付けられ、審査の対象

となっている図面を見ていない（山本証言７頁、これが事実なら職務怠慢で

地方公務員法違反）との証言は到底信用出来ず、更に山本証人の陳述書

（乙第４号２頁）で私個人のミスで助成金申請の図面を差し替えるはずでし

たが、そのまま放置していましたと陳述している。この差し替えるという言葉

は、別のものに差し替えるという意味であり、山本証人は、３．３５ｍの図面と

5m の図面の両方があることを申請時には知っていた事になり、辻証人が

誤って添付したとの証言（結果的にこれは偽証と認定）と口裏を合わせて

おり、お荷物になっていた子どもダンジリの倉庫の建設についての相談が

あった（山本証言 4 から 5 頁）との証言も口裏を合わせている可能性が強

い。以上から山本証人の証言自体が信用出来ないと言わざるを得なく、証

拠として認定することは問題がある。 

オ その他の証拠から 

平成 20 年第 4 回定例会会議録（甲１５）の関連するやりとりは 

(小林議員）  94 
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また、平成 16 年 11 月に申請を行っている若樫町では、倉庫増築工事を申

請していますが、これは本来、要綱に定める助成対象事業である町会が町

民の集会及び会議等に使用するための建物に適応しないのではありませ

んか。 それと、今回、私はその倉庫と称されるところを見てまいりました。こ

んなふうに、私にはだんじりの倉庫としか見えません。確認のときには、こう

いうマークは入ってません。現場確認をしたときはこんな状況です。マーク

は入ってませんけど、シャッターが２階部分まで来ているんですよね。私は

こういったことで、行政はこの実態を把握しているのかどうかお伺いをいた

します。 

（藤原明ひと・まち創造部理事兼公民協働推進室長）  96 

次に、平成 16 年度に申請を行っております町会につきましては、町会館の

狭隘による備品等の収納倉庫が必要という形で、増築したいとの申請を受

理し、助成を行ったものであります。要綱では、その目的を地域住民のコミ

ュニティ活動の促進及び福祉の増進を図ることとしておりまして、その助成

の対象としまして、町会が町民の集会及び会議等に使用するための建物と

しております。 

 本市としましては、町会館で必要とされる附帯設備として、便所や炊事場

あるいは備品等の収納施設についても町会館等に含む解釈を行っており

ましたが、そのとらまえ方についても、制度上もう少し明確にする必要があ

るものと考えております。また、だんじり倉庫であるのではと御指摘でござい

ますけども、申請当時の内容を踏まえれば、集会施設の附帯施設として、

備品等の収納倉庫として助成を行ったと考えております。 

 今後は、助成事業のより明確化と制度の運用に対する考え方を整理し、

だれが事務を行うにしても同じ水準で行うための制度改善を検討してまい

りたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げま

す。 
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以上のやりとりからも、市が本件申請をダンジリ倉庫として受理したので

あればそのように答弁すれば良いだけの話であり、そのように答弁していな

い事からして、ダンジリ倉庫として申請を受理していなかったのは明らかで

ある。 

カ 小括 

以上から、本件申請をダンジリ倉庫として受理しなかった事は明らかで、

虚偽の図面を添付した偽装申請は、本件申請に重大な影響を与えた不正

申請である。これを本件申請をダンジリ倉庫として受理したとして、その違

法性を認めなかった原審の判断は判決に重大な影響を与えるものである。 

 

３ 民事訴訟法 318 条 1 項所定事由の存在 

以上の通り、原判決は証拠の評価を誤り、新たな認定を考慮せず、重大な採証

法則にも反し、虚偽の図面を添付して申請した事は重大な不正行為であるにも拘

わらず本件申請をダンジリ倉庫として受理したとしてその違法性を認めなかったの

は、経験則違反・採証法則違反があり、公益性に関する判断に重要な事項を含む

ものである。 

 

第６ 結語 

本件助成金の支出は、本件要綱の助成対象に該当せず、更に目的外支出で

あり、本件倉庫は建築基準法違反の違法建築物であり、申請にあたって虚偽の図

面を添付した不正請求であるなど、個々の違法性がそれぞれ助成金を返還すべ

き事由に該当するものであるが、本件助成金支出の違法性はこれらの違法性が

重合した極めて悪質な事案であり、助成金の返還が行われないと重大な正義に

反する事となる。 

後に参考までに本件事件の構図を明らかにする。 

町内会は、ダンジリを保管している倉庫の持ち主からダンジリを出して欲しいと
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要請され、ダンジリ倉庫を作ることは不可避と考え総会に提案したが、採決にいた

らず保留となった。一方倉庫の持ち主の要請及び本件倉庫の建設に会館助成金

が使えるとの見通しがあったことから、総会での採決を待たずに事後処理する事

で、ダンジリ倉庫の建設を決定した。 

しかし直接ダンジリ倉庫を建設する目的で会館助成金を受けるのは要綱の文

面から困難と判断し、会館の狭隘に伴う倉庫の建設として申請することとし、その

ため申請図面は明らかにダンジリ倉庫と判るようなものでは不都合なので、ダンジ

リが入らないシャッター高さ（３．３５ｍ）の図面を作り、それをもとに申請した。 

申請時には５ｍ（実際の倉庫のシャッター高さは５．３～５．４ｍ）の図面は無かっ

た可能性もある。 

倉庫建設にあたって建築確認が必要なことは本件倉庫を設計した 1 級建築士

スペースアートは当然分かっていたし、他の会館助成金を受けた物件の設計を数

件請け負っているが本件を除いて全て建築確認を取得している。しかし実際の倉

庫に対応する図面が無ければ建築確認申請が出来ないし、仮にあったとしても建

築確認の図面と申請図面とが違うことが露見するのを避けたいこともあって、若樫

町内会とあい諮って建築確認を行わなかった。 

市の担当者が町内会とどの程度の共通の認識があったかは不明であるが、担

当者は同じ町内会の会員であり、異例の補正予算で対応したことからも、本件に

ついては通常の助成と比べ特別の感情を持っていたことが十分考えられ、その点

から決裁等で何度も目にする図面に３．３５ｍの図面が添付されている事を知らな

かったとは到底考えられない。このような偽りの請求である、本件申請に一定程度

関与していたことが推察される。 

その後数年が経過し、和泉市内の大野町会館の助成金の違法支給が明らかに

なり、関連する事項として平成 20 年 12 月第 4 回定例会で、本件倉庫はダンジリ

倉庫であり会館助成金の対象では無いのではないかとの一般質問があり、このこ

とが新聞報道されることとなった。新聞報道に当たり当時の会長に取材があり、
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初は会館の部品を入れるつもりであったがその後ダンジリの収納に用途を変えた

と当時の会長が語った事が報じられた。元会長は誘導された取材で事実は異なる

と証言するが、取材記事は今回原告の一人にあてて出された申入書（甲１６）に

度々使われている用途変更の記載とも合致し、言っていることは辻褄が合っており、

記者が誘導した事は伺われないから、報道は事実と思われる。 

その後本件訴訟が起こされ、３．３５ｍの図面を作った理由について明らかにし

ていなかったが、今回証言で初めてお荷物で他に無償で譲渡した子どもダンジリ

の話を持ち出し、偽りの証言を行った。 

以上が真相であると考える。 

 

以上 
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【別紙  上告受理申立書 要旨】 

第１ 本件の概要 

本件は和泉市が若樫町内会の町会館横の倉庫（以下本件倉庫）の建設に対し、町

会館等の整備費助成に関する要綱（以下本件要綱）により助成金を支出したのは違法

であるとして、和泉市に若樫町に対し助成金の返還を請求するよう求めた事件である。 

第２ 原審の判断 

原審は、本件倉庫の建設に関する助成金の支出は本件要綱に反するものではなく、

建築確認を取得していない建築物への助成が直ちに適格性を欠くとは言えず、申請

時に実際の建築物と虚偽図面を添付したとしても、市の本件助成に影響を与えた事は

無いから、本件倉庫に助成金を支出したことに市長の裁量を超えるとは言えないとして

請求を棄却した。この原審の判断は、法令の解釈適用を誤り、ひいては経験則違反、

採証法則違反があり、この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかでる。 

第３ 上告受理申立理由第１点（本件倉庫の助成金該当性） 

１ 原判決は、｢本件倉庫の新築が助成対象事業に該当するかどうかが一義的に明ら

かではないとしても、町会によるだんじりの所有・管理が本件要綱 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ること

や、既存の町会館との場所的・機能的接着性などを考慮して、本件倉庫の新築が本

件要綱2条に定める助成対象事業に当たるとした被控訴人の判断が、その裁量権を

逸脱し、又はこれを濫用したものと認めることはできないというべきである。｣とした。 

２ しかし原判決は以下の二つの点で誤りがある。 

本件倉庫は町会館等の整備助成に関する要綱（甲７）により助成されたもので、従来

から町会館や自治会館等の地域住民が集会に利用する建物の建築・改修に対し助成

されていたもので、本件倉庫のようにダンジリの保管庫に助成された例はない。このよう

な状況の中で、本件倉庫は町会館横に近接して建設されたものであるが、これはたま

たまこの地に町会所有の土地があったためであり、ここに建設しなければならない場所

的・機能的接着性が存在した訳では無い。たまたま土地があったからそこに建設したと
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言うことであって、そこでなければならない理由は無かった。町会館の機能を補完する

ための便所やテーブルや椅子などの付属品を入れる倉庫が会館の一部として助成対

象に該当するのは論を待たないが、本件ダンジリ倉庫は会館の機能とは何の関係も無

いから、本件倉庫と町会館との機能的近接性は存在しない。本件倉庫は本件要綱に

基づき助成されたものであるから、本件要綱で定めた助成対象事業に限定して助成さ

れるべきであり、本件要綱 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」とする目的に一定程度資するものであることを考慮したとしても、その裁量権を

逸脱・濫用したものと評価せざるを得ない。 

次に原判決は、本件申請をダンジリ倉庫の新設のための助成金の支出であることを

前提に、その公益性を判断しているが、そもそも本件申請はその目的を｢町会館の狭

隘化に伴う備品等収納倉庫増築｣、事業の名称を｢若樫町会館倉庫増築工事｣として申

請し、ダンジリが収納できない二階建て風の倉庫と見られる図面が添付され申請された

もので、書面上ダンジリ収納倉庫として申請されたものではない。公的機関の自治体が

行う事務事業においては判断の透明性と統一性が要請され、担当者の個人的な認識

は判断の前提にはなり得ないもので、あくまで申請された書面に基づき審査されるべき

である。そうすると、本件倉庫は申請とは異なるダンジリ倉庫としてその目的を変更して

設置されたもので、その内容も軽微な変更では無く、倉庫の機能・目的を大きく変更し、

申請図面と全く異なった倉庫を新設したもので、明らかに目的外使用にあたる。そのよ

うな変更があったにも拘わらず、本件要綱第 5 条第 2 項の変更交付申請も提出されず、

明らかに同要綱第 10 条の目的外支出として助成金の返還の対象となる。 

以上の通り、ダンジリ倉庫を助成対象事業と判断し、本件申請をダンジリ倉庫の申請

として公益を判断したことは経験則違反・採証法則違反があり、要綱に基づく助成金

（補助金）の支出に関する違法性の判断に重要な事項を含むものである。 

第４ 上告受理申立理由第２点（建築基準法上の建築確認について） 

１ 原判決は、本件助成金の交付申請には建築確認書の添付が義務付けられておら

ず、また、本件助成金の担当者には建築基準法所定の手続の存否を確認すべき義
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務が定められていないだけでなく、本件倉庫が完成して現実に使用されており、これ

に対し除去命令等が出されるといったような事態は何らうかがわれないところであり、

本件倉庫について、建物としての基本的安全性に影響するような建築基準関係法

令に対する重大な違反がなく、単に建築確認を受けていないという一事をもって、上

記適格性が直ちに失われるとはいえない。 

２ しかしながら上記判断は法令の解釈に関する誤りがある。建築基準法の建築確認と

は、建築基準法六条一項の建築物の建築等の工事が着手される前に、当該建築物

の計画が建築関係規定に適合していることを公権的に判断する行為であって、それ

を受けなければ右工事をすることができないという法的効果が付与されており、建築

関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的としたものということ

ができる。（昭和 59 年 10 月 26 日 高裁第二小法廷 事件番号 昭５８（行ツ）３５

号 判時 1136 号 53 頁） 本件倉庫は、建築確認を取得せず建築できないにも拘わ

らず、法に反し建築したもので、上記判示に照らしても違法性は明らかであり、このよ

うな違法な建築物が公益に値しないことは明らかで、それへの助成金の支出が裁量

の範囲を超えることは明らかである。原審は、除却命令等の是正命令（九条一項）が

出されていない事や建築基準法上の重大な問題も指摘されていないこと等から、本

件助成の適格性に問題があるとまでは言えないと判示すが、法律上、違反建築物に

対する是正措置は、建築の事前審査である建築確認とは別途の制度として予定され

ており、そのことと本件建築確認の未取得の状態で建築物を建築したことの違法性

は全く別の話であり、建築基準法上の実体的な違法性の存在とは無関係である。 

以上の通り、建築確認を取得しないで本件倉庫を建築したことは、重大な法律違

反であり、このような建築物の建築費用に助成金を支出したことは裁量を逸脱し違

法・無効である。原審は本件倉庫の除却命令等が発せられることなく使用されている

事などの実態を重視する余り、建築基準法上建築確認の解釈を誤っており、この解

釈の誤りは本件倉庫の公益性の解釈に関する重要な事項を含むものである。 

第５ 上告受理申立理由第３点（虚偽の図面を添付した事の違法性） 
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１ 原判決は若樫町内会が、本件助成金の交付申請時において、本件要綱第 2 条

に定める助成対象事業に該当しないと判断されるおそれがあることから、本件倉

庫がだんじりを収納する目的を有することが明らかにならないよう、意図的に申請

書に実際のものとは異なる立面図を添付するなどした可能性があると判断した。し

かし、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、本件助成金がだんじりを収

納する本件倉庫の増築資金に使用されることを認識し、その上でだんじりが町民

のコミニュティー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。また、和泉市がこのような認識・判断

をしていたことは、本件要綱１０条に、町会が偽りその他不正な方法で申請したと

認めたときは、助成金交付決定を取り消して交付した助成金の返還を命ずること

があるとされているにもかかわらず、被控訴人はそのような行為に出ていないこと

からも裏付けられる。そうであれば、仮に若樫町内会が本件要綱 2 条に定める助

成対象事業に該当しないと判断されるおそれがあることを慮って、軽率にも意図的

に虚偽の立面図を添付するなどしたとしても、本件助成金の交付を決定した和泉

市の半断には何らの不当な影響を与えることはなかったということができから、本

件助成金の交付決定が違法となり、私法上も無効となって、不当利得返還請求権

が発生するということはできない。 

２ しかし原判決には誤りがある。即ち虚偽の図面を添付したのはダンジリ倉庫であ

ることが判れば助成されない可能性があるため、それを糊塗するためになされた

虚偽の申請にあたり、これは欺罔行為であり刑法 246 条詐欺罪にも相当するもの

で、本件要綱第１０条の不正な申請に該当するのは明らかで、仮に原判決の言う

ように本件倉庫が地域住民のコミニュティーに一定寄与している実態的効果があ

るとしても、それを実現する過程に重大な不正行為が存在した場合は公益性自体

が否定されるべきである。又仮に市が本件申請をダンジリ倉庫の建設のための助

成と認識し、虚偽の申請の影響を受けなかったとしてもそれはあくまで結果論であ

り、市の事務を騙す為になされた極めて重大な不正行為であり、公益性を要求さ
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れる助成金の支出にあってはならない事で、不正な申請であることに疑いを挟む

余地は無い。 

３ 次に念のため和泉市が本件申請をダンジリ倉庫として受理したかどうかを検討す

ると、虚偽図面を添付したのは、本件要綱第２条に定める助成事業に該当しない

と判断される恐れがあるためであり、その事は若樫町内会は、市がダンジリ倉庫と

して本件を受理することを知らなかったか或いは確信がもてなかったことになる。

仮に市がダンジリ倉庫として本件を受理する事が決まっておれば、若樫町内会は

証人山本と本件申請にあたって何度と無く打ち合わせを行っており（山本証言 ４

から５頁）、当然若樫町内会の辻元会長はそれを知っていたと考えるのが自然で

ある。そうだとすれば、元町会長の辻は発覚すると申請自体が無効となる危険が

予想されるような虚偽図面を添付する事はあり得ず、和泉市は市の意志としてダン

ジリ倉庫の助成として本件を受理する積もりがなかった事は明らかである。次に原

審で追加された｢和泉市がこのような認識・判断をしていたことは、本件要綱１０条

に、町会が偽りその他不正な方法で申請したと認めたときは、助成金交付決定を

取り消して交付した助成金の返還を命ずることがあるとされているにもかかわらず、

被控訴人はそのような行為に出ていないことからも裏付けられる。｣の理由は本訴

訟が本件申請が不正であり返還を求めるべきと争っているのであるから、理由にな

らない事由を理由として判断したもので、経験則、採証法則に反する重大な誤りで

ある。その他原審で採用した証拠も子細に見ると必ずしも和泉市がダンジリ倉庫と

して助成した理由にはなり得ず、平成 20 年第 4 回定例会でのやりとりからも和泉

市は本件申請をダンジリ倉庫への助成として認識していない事は明らかである。 

4 以上の通り、原判決は証拠の評価を誤り、新たな認定を考慮せず、採証法則にも

反し、虚偽の図面を添付した事は重大な不正行為であるにも拘わらずこれを市が

ダンジリ倉庫に助成する事を決定していたとして違法性を認定しなかった事は、経

験則違反・採証法則違反があり、公益性に関する判断に重要な事項を含むもので

ある。 


