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原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。
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　　　　　　　　　　　　　事実及び理由

第１　請求

　　　被告らは，原告に対レ連帯して，４５６６万８１２０円及びこれに対　　

する平成２２年７月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支　　

払え。

第２　事案の概要等

　１　事案の概要

　　　本件は，原告が，原告の元市長の地位にあった被告井坂善行（以下「被　　

告井坂」という。），原告の元副市長の地位にあった被告松田孝（以下「被　　

告松田」という。），原告の元都市デザイン郡部長の地位にあった被告金　　

谷博文（以下「被告金谷」という。）及び原告の元都市デザイン部次長兼　　

道路河川課長事務取扱の地位にあった被告西中重喜（以下「被告西中」と　　

いう。）に対し，被告らが善管注意義務等に違反して原告が計画した道路　　

整備事業を実施する際に行うべきでなかった松尾寺仮設グラウンドを整備　　

し，同整備費を支出させたとして，債務不履行に基づき，被告らに連帯し　　

て同支出した費用から一定の損益を控除した損害金４５６６万８１２０円　　

及びこれに対する請求中に定めた支払期日の翌日である平成２２年７月１　　

６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を　　

求める事案である。

　２　前提事実（ただレ文章の末尾に証拠等を掲げた部分は証拠等によって　　

認定した事実，その余は当事者開に争いがない事実）

　　（1）当事者

　　　ア　被告井坂は，平成１７年６月１９目から平成２１年６月１８日まで　　　　

の間，原告の市長の地位にあった。

　　　イ　被告松田は，平成１７年８月９日から平成２１年６月１９日までの　　　　

問，原告の副市長の地位にあったところ，都市計画道路である上伯太
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　　線の鶴山台と池上下常緑を結石区間に橋梁工事によって高架橋を架け，

　　その床板上に延長４５０メートル、幅員１６メートルの道路を整備（橋　　

梁整備工事と道路整備工事を含む。）するという事業（以下「本件道　　

路事業」という。）を担当していた。

　ウ　被告金谷は，平成１９年４月から平成２士年１２月までの間，都市　　

デザイン部の部長の地位にあったところ，本件道路事業を担当してい　　

た。

　工　被告西中は，平成１９年４月から平成２士年１２月までの間，都市　　

デザイン部次長兼道路河川課長事務取扱の地位にあったところ，本件　　

道路事業を担当していた。

　オ　被告らは，それぞれ原告の任命機関による任用に基づいて原告に対　　

して善良な管理者の注意義務をもって職務を担当すべき義務を負って　　

いる。

②　本件道路事業の計画等

　ア　原告は，本件道路事業計画を立て，平成１５年１月に都市計画道路　　

として事業認可を受けた。同事業は，当初，平成１８年度までの５か　　

年計画であったところ，平成１６年度に国のまちづくり交付金事業と　　

して採択されたこともあって，平成２０年度までの５か年計画に事業　　

転換された。

　　　なお，まちづくり交付金事業とは，市町村が作成した都市再生整備計　　

画に基づいて実施される事業に対して国から交付金が交付される制度　　

であり，本件道路事業には，国から約６倍旧の交付金が交付された。

　　　（ただレな七言部分について，丙２の①，弁論の全趣旨）

　イ　ところで，別紙物件目録１記載の土地（以下「王子土地１］という。）　　

の一部である同目録２記載の土地相当部分（以下，同２記載のとおり　　

の分筆後の土地も含めて「王子上地２」という。）は，昭和４１年に
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　　都市計画決定された都市計画道路土伯太線の予定地であった（甲２８，

　　弁論の全趣旨）。

　　　原告は，本件道路事業を実施するためには，同予定地である王子土地　　

２を分筆して買収する必要があったところ,同土地を含めて王子土地１　　

上には，王子グラウンドがあったため，これを撤去する必要があった。

　　また，同道路予定地に高架橋を架けて道路整備事業を実施するため，そ　　

の工事期間中に重機や工事用の資材を保管する工事ヤードを確保する　　

必要があったところ，王子土地１付近には，同土地の他に工事ヤードと　　

して利用できる土地がなかった｡そのため,原告は,工事ヤードとして，

　　王子土地１から王子土地２を分筆した残地である別紙物件目録３記載　　

の土地（以下「本件残地」という。）を借りる必要があった。

　ウ　王子土地１は，原告，泉大津市及び高石市が組織する泉北用水組合　　　

（現　泉北水道企業団）が惣ケ池堤塘の背換地を埋め立てて造成した　　

土地であって，同土地のうち，同組合が別紙物件目録１田及び②記載　　

の土地を，和泉市王子財産区及び和泉市南王子財産区が同目録1（3）記　　

載の土地をそれぞれ所有していた。

　工　ところで，王子上地１上にある王子グラウンドは，野球場としてピ　　

ッチング練習場，バッティング練習場，手先場，倉庫，トイレ，照明　　

装置等が整備されており，和泉市幸枝区連合自治会及び和泉市王子町　　

町内会が無償で同グラウンド敷地を借人れてこれらの設備を含む王子　　

グラウンドを管理していた。王子グラウンドは，主に，地元の少年野　　

球チームである和泉北リトルリーグの利用に供されていたが，地元住　　

民が，ソフトボール等に利用することがあった。

（3）本件道路事業の実施

　ア　本件道路事業は，橋梁工事と道路改良工事に分けて発注された。

　　　原告は,平成１９年８月３０日，株式会社竹中土木大阪本店（以下「竹
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　　中土木」という。）との間で，橋梁工事についての工事請負契約を締結　　

し，その後３回の変更契約を経て，同工事は，平成2 TL年１２月に完工　　した。また，原告は，平成２０年９月８日，矢野建設株式会社（以下「矢　　野建設」という。）との間で，道路改良工事についての工事請負契約を　　締結レその後５回の変更契約を経て，同工事は，平成２２年３月に完　

　工した。

　イ　原告は，同年２月ころ，本件道路事業を実施するため，王子土地２　　

を買収レ王子グラウンドについては，いったんこれを撤去し，本件　　

道路事業終了後，本件残地及びこれと隣接する別紙物件目録４記載の　　

土地を合わせた土地に再度設置することとした。原告は，王子プラウ　　

ンドをいったん撤去レ本件残地を工事ヤードとして使用して，本件　　

道路事業の工事を実施した。

　　（ただレ上記王子土地２の買収時期は，甲４ないし7）

（4）松尾寺仮設グラウンドの整備

　ア　原告は，和泉市幸枝区連合自治会，和泉市王子町町内会及び和泉北　　

リトルリーグなどから，本件道路事業の工事中に王子ブラウンドに代　　

ねる練習場所の提供をして欲しい旨の要望を受けたため，その期間中，

　　王子グラウンドと同様，硬式野球ができる他の既存のグラウンドを借　　

り受けることができないか，方々のグラウンドの管理者らに打診をし　　

た。　しかレ　平成１９年９月になっても，王子グラウンドの代替グラ　　

ウンドを見つけることができなかった。

　　　（ただし王子グラウンドは，硬式野球ができる施設で，原告が，同グ　　

ラウンドと同様の硬式野球ができる代替グラウンドの借り入れを方々　　

のグラウンドの管理者に打診したことは，証人西口，弁論の全趣旨）。

　イ　そこで，原告は，平成１９年１０月ころ，独立行政法人都市再生機　　

構（以下「ＵＲ」という。）から，別紙物件目録５記載の土地（以下
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　　　「ＵＲ土地」という。）を無償で借り受け，平成２０年２月ころまで　　　

に，王子グラウンドの代わりとして，ＵＲ土地上に松尾寺仮設プラウ　　　

ンドを整備した。和泉北リトルリーグは，同年３月以降，同ブラウン　　　

ドを利用している。

　　ウ　松尾寺仮設グラウンドの整備は，原告と竹中土木との間の橋梁工事　　　

の第２回変更契約において，付帯工事として盛り込まれた。原告は，

　　　平成２１年５月２５目，竹中土木との間で，松尾寺仮設グラウンドの　　　

整備について仮契約を締結し（同年７月３０日の市議会承認によって　　　

本契約として締結），その後，本件道路事業に伴う請負工事代金の中　　　

から竹中土木に対し，同グラウンド整備工事代金を支払った。

　　（甲１８，１９，３２，３３の①②，３４，弁論の全趣旨）

３　関係法令等

　田　地方自治法

　　ア　２条１４項

　　　　地方公共団体は，その事務を処理するに当たっては，住民の福祉の　　　

増進に努めるとともに，最少の経費で最大の効果を挙げるようにしな　　　

ければならない。

　　イ　１３８条の２

　　　　普通地方公共団体の執行機関は，当該普通地方公共団体の条例，予　　　

算その他の議会の議決に基づく事務及び法令，規則その他の規程に基　　　

づく当該普通地方公共団体の事務を，自らの判断と責任において，誠　　　

実に管理し及び執行する義務を負う。

　　ウ　１４８条

　　　　普通地方公共団体の長け，当該普通地方公共団体の事務を管理し及　　　

びこれを執行する。

　　エ　１６７条１項
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　　　副知事及び副市町村長は;普通地方公共団体の長を補佐し，普通地　　

方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり，その補助機関　　

である職員の担当する事務を監督レ別に定めるところにより，普通　　

地方公共団体の長の職務を代理する。

（2）地方公務員法

　ア　３０条

　　　すべて職員は，全体の奉仕者として公共の利益のために勤務レ且　　

つ，職務の遂行に当たっては，全力を挙げてこれに専念しなければな　　

らない。

　イ　３２条

　　　職員は，その職務を遂行するに当たって，法令，条例，地方公共団　　

体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い，且つ，上司の　　

職務上の命令に忠実に従わなければならない。

（3）公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱（以下「公共補償基準」とい　

う。　）

　ア　３条

　　（ア）１項

　　　　この要綱において「公共事業」とは，土地収用法及びその他の法　　　

律により土地等を収用レ又は使用することができる事業をいう。

　　（ｲ）２項

　　　　この要綱において「公共施設」とは，公共事業の用に供する施設　　　

をいう。

　　岸　３項

　　　　この要綱において「公共施設等」とは，公共施設及び村落共同体　　　

その他の地縁的性格を有するものが設置し，又は管理する施設で公　　　

共施設に類するものをいう。
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　　（エ）４項

　　　　　この要綱において「機能回復」とは，公共事業の施行により廃止　　　　

レ又は休止する二とが必要となる起業地内の公共施設等の機能を，

　　　　当該機能を構成している諸要素を，総合的にみて，技術的，経済的　　　　

に可能な範囲で，合理的な形で再現レ又は復元することをいう。

　　　　この場合において，従前の公共施設等の機能が廃止されるときは，

　　　　再現のための工事は，その廃止前に完了するものとレ従前の公共　　　　

施設等の機能が休止されるときは，その休止期間中従前の公共施設　　　　

等の機能に代わる仮施設の建設等を行うものとする。

　イ　６条

　　（ア）１項

　　　　公共事業の施行によりその機能を廃止レ又は休止することが必　　　

要となる起業地内の公共施設等（以下「既存公共施設等」という。）　　　

に対する補償は，機能回復が図られるよう行うものとする。

　　（ｲ）２項本文

　　　　既存公共施設等の機能回復は，既存公共施設等と同じ種類の施設　　　　

（以下「同種施設」という。）によって行うものとする。

　ウ　１３条１項

　　　既存公共施設等の機能を廃止し，又は休止しても公益上支障が生じ　　

ない場合における補償については，第６条から前条までの規定にかか　　

わらず，公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱（昭和３７年６月２　　

９日閣議決定。以下「一般補償基準」という。）の定めるところによ　　

るものとする。

㈲　一般補償基準

　１９条１項

　　使用する土地（空間又は地下のみを使用する場合における当該土地を
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　　除く。以下この条において同じ。）に対しては，正常な地代又は借賃を　　

もって補償するものとする。

　⑤　土地収用法

　　ア　６８条

　　　　土地を収用レ又は使用することに因って土地所有者及び関係人が　　　

受ける損失は，起業者が補償しなければならない。

　　　　なお，８条によれば，「関係人」とは，当該上地に関して地上権や　　　

その他所有権以外の権利を有する者をいう。

　　イ　７１条

　　　　収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償　　　

金の額は，近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告　　　

示の時における相当な価格に，権利取得裁決の時までの物価の変動に　　　

応ずる修正率を乗じて得た額とする。

　　ウ　７２条

　　　　前条の規定は，使用する上地又はその土地に関する所有権以外の権　　　

利に対する補償金の額について準用する。この場合において，同茶巾　　　　

「近傍類他の取引価格」とあるのは，「その土地及び近傍類地の地代　　　

及び借賃」と読み替えるものとする。

４　争点

　田　責任原因

　　　（原告）

　　ア　被告井坂は，本件道路事業を実施した際，原告の市長の地位にあっ　　　

たのであるから，原告に対し，法令，条例，規則を遵守レ原告の利　　　

益のために誠実に職務を遂行すべき義務を員っていた（地方自治法士　　　

３８条の２，１ ４８条）。被告松田は，本件道路事業を実施した際，

　　　本件道路事業を担当する原告の副市長の地位にあったのであるから，
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　被告井坂を補佐する立場にあり（地方自治法１ ６７粂１項），原告に　対レ委任契約ないし雇用契約上，被告井坂と同様の義務を負ってい　た｡,また，被告金谷は，本件道路事業を実施した際，原告の都市デサ　イン郡部長の地位にあり，被告西中は，原告の都市デザイン郡次長兼　道路河川課課長事務取扱の地位にあったのであるから，原告に対レ

　それぞれ雇用契約上，被告井坂と同様の義務を負っていた（地方公務　

員法３０粂，３２粂）。被告らは，原告の事務を処理するに当たって　

最少の経費で最大の効果を挙げるべきであった（地方自治法２粂１４　

項）。

イ（ア）王子グラウンドは，その設置者が地元町会（地元住民のボランテ　　

イアによるもの）ではなく，泉北水道企業団が都市計画道路の予定　　

地である性質に抵触しない範囲で一時的な用に供するグラウンドと　　

して設置したむので，それについて使用貸借契約を締結レかつ，

　　使用許諾による管理をしてきた。

　　　そもそも，王子グラウンドは，和泉北リトルリーグが施設利用者　　

として使用許諾を受けて反復的に使用されていただけであって，同　　

人らに損失を補償する必要はない。

　　　したがって，同グラウンドは，地縁団体が管理する公共施設に類　　

する施設として公共補償基準の適用対象となる施設とはいえない。

　圀　仮に王子グラウンドが同基準にいう公共施設等に該当するとして　　

も，同グラウンドの使用を休止しても公益上支障が生じないから，

　　機能回復として，代替グラウンドとしての松尾寺仮設グラウンドの　　

建設までを必要とするものではなく，仮に同使用の休止に伴って補　　

償を要するとしても一般補償基準によるべきであった（同基準１３　　

粂１項）。

ウ　上記イで記載したとおりの一般補償基準によるとしても，被告らが
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　　松尾寺仮説グラウンドを設置する旨決定したことには①同補償基準　　

に照らして正当性がなく，和泉北リトルリーグの存続のためで公共　　

性に欠けること，②同決定が事前に工事部局以外の部局の審査を経　　

ていないことや議会の決議を経ていない等の正当な手続きを経てい　　

ないこと，③代替グラウンド（横山高校グラウンド）の借り入れに　　

比して多大な費用を要したこと等，裁量権の逸脱ないし濫用がある。

エ　そうすると，被告らは，そもそも，和泉北リトルリーグが王子グラ　

ウンドを使用できない期間，同リトルリーブに対レ代替グラウンド　

を提供する必要がなかったし，仮に必要があったとしても、それにつ　

いて原告に負担させる額は，王子グラウンドの地代相当額の範囲内で　

なければならなかった（土地収用法７２粂,一般補償基準１９粂１項）。

　それにもかかわらず，被告らは，原告に上記地代相当額の範囲を超え　

る工事費を負担させた。　したがって，被告ら同各行為は、同人らが負　

う上記各義務に反したといえる。よって，被告らは，原告に対し，償　

務不履行責任を負う。

　　（被告ら）

ア　被告らが，本件道路事業において，松尾寺仮設グラウンドを整備す　

ることを決めたことは，公共補償基準に照らして，最少の経費で最大　

の効果を挙げる方法であった。

イ　王子グラウンドは，公共補償基準における公共施設等である（同基　

準３条３項）。

　　公共補償基準によれば，公共事業の施行によりその機能を廃止レ

　又は休止することが必要となる起業地内の公共施設等に対する補償は，

　機能回復が図られるようにするものとされ（同基準６粂１項），その　

機能回復には，休止期間中の公共施設等の機能に代わる仮施設の建設　

が含まれることとされている（同基準３粂４項）。
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　ウ　被告らが，本件道路事業において，王子グラウンドを工事ヤードと　　

して利用する問，松尾寺仮設ブラウンドを整備することとしたことは，

　　公共補償基準により必要とされるものである。

　　　また，本件道路事業は，平成１６年度に国のまちづくり交付金事業　　

として採択されたむのであって，国からの交付金（約６億円）を確保　　

するためには，遅くとも平成１９年１２月ころまでに工事に着手する　　

必要があった。王子グラウンドを整備した上で一部の関係者が自費で　　

グラウンドの改良や防球ネット，照明設備の設置を行い，その後利用　　

していた和泉北リトルリーグからは，工事期間中の代替練習場所の提　　

供に関する要望が強く，和泉北リトルリーグの存続は地元町会からの　　

要請でもあった。被告らは，松尾寺仮設グラウンドを整備する前に，

　　既存の代替グラウンドを採したが，同年９月になっても，代替プラウ　　

ンドを見つけるニとができなかった。和泉北リトルリーグが任意に王　　

子グラウンドから退去しない限り，本件道路事業の工事に着手するこ　　

とができない状況であって，国からの交付金を確保するためには本件　　

道路事業の工事に早期に着手する必要があったことにかんがみると，

　　被告らが松尾寺仮設グラウンドを整備し，和泉北リトルリーグに対し　　

てこれを代替グラウンドとして提供することを決めたことは，国から　　

の交付金を確保しながら本件道路事業を円滑に実施するために必要不　　

可欠であった上，法的・経済的に見ても，最も妥当で現実的な方法で　　

あった。被告らは，最少の経費で最大の効果を挙げたといえる。

（2）損害

　　（原告）

　　原告は，松尾寺仮設グラウンドを整備したことによって５２８４万５　

４５０円の費用を支出した。また，原告は，松尾寺仮設グラウンドを整　

備するために，ＵＲから，ＵＲ土地を無償で借り受けたことによって，
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第３　

１

　平成２０年度と平成２１年度の２年間にわたり，ＵＲ土地の公租公課を　

取得することができず，２年間の公租公課相当額６０３万〇６２０円の　

損失を被った。

　　もっとも，原告は，松尾寺仮設グラウンドを整備したことによって，

　無償で本件残地を工事ヤードとして使用することができ，その地権者等　

に対して借地料相当額士３２０万７９５０円の支払を免れた。

　　そうすると，原告の損害額は，以下の計算式のとおり４５６６万８１　

２０円となる。

　　５２８４万５４５０円十６０３万〇６２０円－１３２０万７９５０円　

＝４５６６万８１２０円

　（被告ら）

　　否認ないし争う。

　当裁判所の判断

　争点伴（責任原因）について

伴　上記前提事実伴アないしエ，同伴イ，阿川ア，イで記載した事実を踏　

まえると，被告らは，市長，副市長等として，本件道路事業を実施する　

ため，王子グラウンドを撤去してその機能を廃止しようとした際，同座　

止の間，代替グラウンドとして松尾寺仮設グラウンドを整備すると決め　

たことが推認される。

　　原告は，被告らの決めた上記内容が，原告に不必要又は過大な費用を　

負担させるものであって，被告らが債務不履行責任を負う旨主張する。

伴　そこで，まず，王子グラウンドの機能が廃止されている間，被告らが　

代替グラウンドとして松尾寺仮設グラウンドの整備を決めたことが不必　

要であったか検討する。

　ア　地方公共団体の長け，地方自治の理念に沿って，住民の福祉の増進　　

を図るために執行機関として各種事務を行う（地方自治法２粂１４項）
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　ところ，公共事業に関する補償という事務もその一つで，その事務の　

遂行にあたっては事柄の性質上，諸般の事情を総合的に考慮して政策　

的判断をする必要がある。

　　ところで，内閣は，地方公共団体等が同補償事務を行う際の基準と　

して土地収用法の趣旨を踏まえて公共補償基準を定めているところ，

　同基準によれば，公共事業の施行により公共施設の機能を廃止するこ　

と等が必要となった場合，同じ種類の施設をもって機能回復を図るこ　

ととしつつ，一般補償基準に則って使用する土地に対して正常な地代　

や借賃を補償することを要求している。そもそも，代替施設を設置す　

る場合においても設置場所，規模，設置方法等によって見込まれる支　

出とそれに見合う効用が異なる上，補償の額及び方法についても相当　

額を算定するに当たって必ずしも一義的とはいえないから，本件にお　

ける代替グラウンドの整備の要否という問題においても，当時の行政　

の担い手であった被告らに一定の裁量があったというべきである。さ　

りとて，地方自治法２条１４項において，最少経費による最大効果が　

唱われている趣旨は，得られる効用にふさわしくない無駄な出えんを　

防止することで，もって当該地方公共団体の能率的な処理を促進しつ　

つ，財政的基盤を損なわせない点にあると解されることからすると，

　上記裁量には一定の限界があり，上記趣旨に照らして社会通念上裁量　

権の逸脱又は濫用があったといえるような場合には，当該補償自体が　

違法と評価される余地があるというべきである。

イ　本件道路事業のような公共事業の遂行に当たって，一般補償基準と　

は別に公共袖償基準が設けられているところ，同補償基準が定められ　

た趣旨は，公共性のある施設が廃止，休止される場合，公共目的が達　

成されない場合があるため，その廃止，休止期間に代替施設を準備し　

て公共目的を充足しようとしたことにあるところ，かかる趣旨には合
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　理性が認められるというべきである。

　　そこで，被告らが代替グラウンドとして松尾寺仮設グラウンドの整　

備を決めたことについて，同基準に照らして被告らに裁量権の逸脱又　

は濫用があったか，検討する。

　　本件道路事業が公共補償基準における「公共事業」であることは当　

事者間に争いがない。　したがって，王子グラウンドが「公共施設等」　

に該当し（同基準３条３項），同グラウンドの機能が体止した際に公　

益上の支障が生じる場合（同基準１３粂１項）には，原告は，王子グ　

ラウンドに代わる仮施設を建設することができることになる（同基準　

３条４項）。

ウ　ところで，公共補償基準における上記「公共施設等」であるが，公　

共施設及び村落共同体その他の地縁的性格を有するものが設置し，又　

は管理する施設で公共施設に類するものをいうとされている（公共補　

償基準３粂３項）。同基準の運用について定めた公共補償基準要綱の　

運用申し合せ（以下「運用申し合せ」という。乙２）２条２項による　

と，上記「村落共同体その他の地縁的性格を有するもの」に町内会が　

含まれるとされているが，これは上記公共補償基準設置の趣旨に照ら　

して合理的なものといえる。

　　そこで，王子グラウンドを管理してきた和泉市幸枝区連合自治会及　

び和泉市王子町町内会が上記「村落共同体その他地縁的性格を有する　

もの」に該当することは明らかである。また，王子グラウンドは，地　

元社長の子供が加入する和泉北リトルリーグが主に利用しているとは　

いえ，地元住民も利用することかあり（上記前提事実②工），一部の　

団体だけの利便を企図した施設とはいえない。その上，運用申し合せ　

１２粂１項には，「運動場」との記載かおり（乙２），運用申し合せ　

では，公共施設等に運動場が含まれることが当然の前提とされている。
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　これも上記公共補償基準設置の趣旨に照らして合理的なものといえる。

　以上の事実を踏まえると，王子グラウンドを整備した者が誰であるか　

にかかわらず，王子グラウンドは，「村落共同体その他の地縁的性格　

を有するもの］（和泉市幸校区連合自治会及び和泉市王子町町内会）　

が「管理」する「公共施設に類するもの」であって，公共補償基準３　

条３項にいう「公共施設等」に該当するものというべきである。

　　もっとも，土地収用法６８粂の趣旨からすれば，土地所有者又は関　

係人が何ら損失を受けない場合において，公共補償基準をそのまま当　

てはめることには問題であるといえる余地がある。しかレ　王子グラ　

ウンドの施設や備品の一部は和泉北リトルリーグの関係者が支出して　

設置した（証人西口，乙５）ところ，同グラウンドに設置されたバッ　

クネットやダッグアウトが実体法上，同グラウンド敷地に附合するか　

否かはともかく，王子グラウンドの廃止によってこれらの施設や備品　

の一部の所有権が実質的に損なわれることになる。したがって，公共　

補償基準を当てはめることに問題はないというべきである。

エ　また，公共補償基準士３条１項は，公共施設が廃止，休止しても公　

益上支障が生じない場合には，公共補償基準３粂４項が適用されない　

旨を規定している。同規定が同補償基準３条４項の適用について施設　

の公共性のみならず，公共施設の廃止，休止による公益上の支障が生　

じることを要求しているのは，無駄な出えんを防止レひいては財産　

的基盤の安定を図る趣旨もあると解される。　しかレ原告が，本件道　

路事業において，王子グラウンドを撤去して本件残地を工事ヤードと　

して利用すると，和泉北リトルリーグや地元住民が王子ブラウンドを　

野球場として利用できなくなるが，これは地域住民のスポーツ振興に　

体う健康維持・促進や地域交流の推進，地域住民の親睦強化に大きな　

障害となる。運用申し合せ１２粂１項には，既存公共施設等の機能を
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　廃止レ　又は縮小しても公益上支障が生じない場合として，公園，運　

脂燭等の施設の一部が起業地となった場合に当該施設の従前の機能を　

おおむね保持できる場合が挙げられているのも同じ趣旨と解されるが　　

（乙２），原告が，本件道路事業において，王子グラウンドを撤去し　

て本件残地を工事ヤードとして利用した場合，地元住民が硬式野球で　

きる場所が見つからず，その結果上記したような公益上支障が生じる　

場合に該当することは明らかである。　したがって，本件道路事業にお　

いては，公共補償基準１３条１項による一般補償基準の適用はないと　

いうべきである。

オ　そうすると，原告は，本件道路事業を行う際，公共補償基準により，

　王子グラウンドを野球場として利用できなくなる期間中，同ブラウン　

ドに代わる仮の野球グラウンドを建設することが期待されていたとい　

える（公共補償基準３粂４項）。同グラウンドは硬式野球ができるグ　

ラウンドであったというのであるから，原告が，同グラウンドの機能　

が廃止されている間，代替グラウンドとして硬式野球ができる設備と　

して松尾寺仮設グラウンドを整備したことは，公共補償基準に治うも　

のというべきである。　したがって，被告らが松尾寺仮設グラウンドの　

整備を決めたことが被告らの裁量権を逸脱又は濫用していたとはいえ　

ない。

力　なお，王子グラウンドについては，泉北水道企業団と和泉市幸枝区　

連合自治会及び和泉市王子町町内会との間で，泉北水道企業団が公共　

の用に供する必要が生じたときは，和泉市幸枝区連合自治会及び和泉　

市王子町町内会がニれに同意し，協力するものとする合意がされてい　

る（甲２１）。　しかレ　同合意のとおり，王子グラウンドの利用に一　

定の制限があったとしても，和泉北リトルリーグを中心とする地元住　

民又はその子供達が従前王子グラウンドを野球場として利用していた
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　　というグラウンドの公共施設としての性格とは必ずしも矛盾しない。

　　したがって，同合意による制限は，王子グラウンドが公共補償基準に　　

おける公共施設等に該当するとの上記判断を左右しない。

③　次に　王子グラウンドの機能が廃止されている間，原告示代替プラウ　

ンドとして松尾寺仮設グラウンドを整備したニとが，原告に過大な費用　

を負担させたといえるか検討する。

　ア　そもそも，上記説示したとおり被告らが事務を処理するに当たって　　

最少の経費で最大の効果を挙げる義務を負うとしても（地方自治法２　　

条１４項，１ ３８条の２，１ ４８条，１ ６７粂１項，地方公務員法３　　０粂，３２粂），事務処理に当たっての経費や効用の算定は，単純な　　経済的負担の増加や支出の減少だけで測りうるものではなく，時間的，

　　事務的負担をも考慮した総合的な判断となるところ，上記義務は地方　　

公共団体の長が事務処理をするに当たっての能率的な処理の促進及び　　

無駄や支出の削減という目標や指針を定めたものというべきである。

　　したがって，上記当時の行政の担い手であった被告らの行為について　　

は，同法の趣旨に反したといえるような裁量権の逸脱又は濫用があっ　　

た場合にはじめて違法と評価される。

　イ　原告が，本件道路事業を実施するに当たって，王子グラウンドを撤　　

去して,本件残地を工事ヤードとして利用しなればならないところ（上　　

記前提事実②イ），同ブラウンドの敷地である王子上地１は，泉北水　　

道企業団，和泉市王子財産区及び和泉市南王子財産区示所有しており，

　　同グラウンドは，和泉市幸枝区連合自治会及び和泉市王子町町内会示　　

これを管理していた（上記前提事実②ウ，工）。そうすると，原告が，

　　話合いによって，同グラウンドを撤去して本件残地を工事ヤードとし　　

て利用するためには，泉北水道企業団，和泉市王子財産区及び和泉市　　

南王子財産区という所有者や，和泉市幸校医連合自治会及び和泉市王
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　子町町内会という管理者，また，実際に同グラウンドを主として利用　

していた和泉北リトルリーグ等（以下「本件関係者」という。）の了　

解を得る必要があった。以上の事情に原告が平成１９年当時，和泉北　

リトルリーグだけでなく，和泉市幸枝区連合自治会及び和泉市王子町　

町内会からも，工事中の代替練習場の提供という要望を受けていたこ　

と（上記前提事実㈲ア）を踏まえると，原告がこれらの者から同グラ　

ウンドを撤去して本件残地を工事ヤードとして利用する旨の了解を得　

るためには，その要望に沿う形で原告が代替グラウンドを提供するこ　

とが最も迅速で簡使であったことが推認される。

ウ　しかも，原告は，まずは他に既存のグラウンドを借り受けられない　

か検討しており，同年９月ころになっても既存の代替グラウンドを見　

つけられなかった結果，同月ころに松尾寺仮設グラウンドを整備する　

ことにしたのであって（上記前提事実㈲ア，イ），直ちに新規の代替　

グラウンドの建設を決めたわけではない。以上の事実を踏まえると，

　原告が同月ころに既存の代替グラウンドを見つけられなかったことも　

やむを得ないというべきである。和泉北リトルリーグが，松尾寺仮設　

グラウンドを使用てきなくなった平成２１年４月から王子グラウンド　

が再び使用できるようになるまでの間，大阪府立横山高等学校のグラ　

ウンドを借りて練習したことがあったとしても（証人西口，弁論の全　

趣旨），以上の事実から和泉北リトルリーグが，平成１９年９月ころ　

に平成２０年３月３１目まで高等学校として運営されていた同高等学　

校（甲３７）のグラウンドを借りることができたとまで認めることが　

できない。その他，本件全証拠によるも，原告が同月ころに既存の代　

替グラウンドを見つけられたと認めることはできない。また，本件道　

路事業か国のまちづくり交付金事業として採択されており，平成２０　

年度までの５か年計画であったこと（上記前提事実②ア）を踏まえる
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　と，原告が，国からの約６債円もの交付金を返還廿ずにすませるため　

には，平成２０年度までに同事業を完工させるため，遅くとも平成１　

９年１２月までに本件道路事業の工事に着手する必要があったことが　

認められる。そうすると，仮に原告が，同月の時点で，本件関係者に　

対レ法的手段に訴えて強制的に，王子グラウンドを含む王子土地１　

の明渡し又は使用を求めたとしても，同年１２月までにその明渡し又　

は使用が完了する見込みはなかったというべきであって，原告は，平　

成１９年１２月という期限が迫ってきた中で，本件関係者の了解を得　

て，円満に，本件道路事業の工事に着手するためには，松尾寺仮設グ　

ラウンドを整備することが迅速で合理的な手段であったというべきで　

ある。

　　なお，王子グラウンドについて，泉北水道企業団と和泉市幸枝区速　

合自治会及び和泉市王子町町内会との間で，泉北水道企業団が公共の　

川に供する必要が生じたときは，和泉市幸校区連合自治会及び和泉市　

王子町町内会がこれに同意レ協力するものとする合意がされている　　

（甲２１）。　しかし，上記合意が本件関係者全員の間にあったわけで　

はないから，同合意をもって，原告が速やかに王子グラウンドの引渡　

しを受けられたとまでは認めることはできない。また，仮に同合意が　

本件関係者全員の間にあったとしても，原則として自力救済が禁止さ　

れている我が国においては，実際に王子グラウンドの占有に係わる者　

の中に反対者がいる限り，原告は裁判所に訴訟を提起レ　占有者に対　

する執行力のある債務名義を得た上で，裁判所の関与する強制執行に　

より権利の実現を図る必要かおるため，原告が速やかに王子ブラウン　

ドの引渡しを受けられたとまでは認められない。　したがって，同合意　

は，上記認定を左右しない。

エ　また，上記ウで認定説示したとおり本件道路事業において，原告が，
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　　工事に着手しないまま上記期限を徒過すると，国からの約６億円の交　　

付金を確保できない状況にあった上，松尾寺仮設グラウンドについて　　

は，ＵＲから，無償でＵＲ土地を借り受けて，その上に整備したもの　　

であるから(上記前提事実㈲イ)，原告は，本件道路事業を実施する　　

に当たり，できるだけ支出を小さくする努力をしたものというべきで　　

ある。

　オ　そうすると，原告が王子グラウンドの機能が廃止されている間に代　　

替グラウンドとして松尾寺仮設グラウンドを整備したことは，最少の　　

経費で最大の効果を挙げるべく目指した結果であるというべきであっ　　

て，地方自治法２条１４項の趣旨に反するものとはいえず，被告らに　　

裁量の逸脱又は濫用があるとは認められない。

㈲　また，仮に松尾寺仮設グラウンドの整備が，原告が上記4(1)ウの②で　

主張するように適正手続にしたがって行われなかったとしても，その裁　

量権の逸脱ないし濫用があるか検討する。

　　少なくとも，同グラウンドの整備については，上記前提事実(4)ウで記　

載されているとおり同工事を含めた内容の工事について平成２１年５月　

２５目に原告と竹中土木との間で仮契約が締結され，その後，原告市議　

会の承認を経て，本契約が締結され，同工事に伴う代金も支出されてい　

る。以上の事実を踏まえると，同グラウンド整備は，仮に同各契約に至　

るまでの手続に原告が主張するような瑕疵があったとしても，同市議会　

の議決により瑕安部治癒されたと認められるうえ，仮に瑕疵が残るとし　

てもその裁量権を逸脱ないし濫用レその効力を否定するまでのもので　

はないというべきである。

㈲　以上②ないレ4)で認定説示したとおり，原告が王子グラウンドの機能　

部廃止されている間に代替グラウンドとして松尾寺仮設ブラウンドを整　

備したことが，原告に不必要又は過大な費用を負担させたということは

21



　　できない。被告らが，原告に対レ誠実に職務を遂行すべき義務を負う　　

としても，被告らの行為はその職務の裁量の範囲内というべきであって，

　　被告らが原告に対し債務不履行責任を負う余地はない。　したがって，原　　

告の上記主張は採用できない。

２　結論

　　以上の次第で，原告の本件請求は，その余の点（損害）について判断す　

るまでもなく，いずれも理由がないから，いずれも棄却することとして，

　訴訟費用の負担につき民訴法６１粂を適用して，主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所堺支部第１民事部

裁判長裁判官

裁判官

哲中　　村

新　　谷　　貴　　昭

裁判官甲元雅之は，転補のため署名押印できない

裁判長裁判官

22

中　　村 哲



(別紙)

　　　　地番

１①　和泉市王子町49:L番　

②　同町４９５番

　㈹　同町５０４番２

２①　和泉市王子町４９１番2　

（2）同町４９１番3

　（3）同町４９５番２

　㈱　同町５０４番３

３①　和泉市王子町４９１番1　

(2)同町４９５番1

　(3)同町５０４番２

　(制　同町５０４番４

　㈲　同町５０４番５

４　和泉市王子町４９０番１

物件目録

　地目

水道用地

水道川地

堤

水道用地

水道用地

水道用地

堤

水道用地

水道用地

堤
　
堤
　
堤

ため池

　地積

士５０７�

１０６１�

４４６２�

７７�

　　　　９．

　　８７�

士５ １ ９�

１_４２０�　

９７３�

１３８４�

１４９０�　　

６８�

９２２３�

４７�

５①　和泉市松尾寺町１２４７番１　山林　１４４２�のうち２４７�

　②　岡町１２４９番１　　　　　　　山林　２４６６�のうち１６５１�　

③　岡野１２４９番２　　　　　　　山林　１４８７�のうち６８４�

　㈱　岡野１２５１番　　　　　　　　雑種地　１ ４５�のうち７７�

　⑤　同町１２５２番　　　　　　　　雑種地　４８５�
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㈲　同町１２５３番

⑦　同町１２５４番１

㈲　同町士２５４番２

㈱　同町１２７５番１

排　同町１９９０番５

日　同町１９９０番６

聯　同町１９９０番７

㈲）同町１９９０番１０

㈲　同町１９９０番２０

固　同町１９９０番２２

雑種地　４５６�

ため池　９９�のうち３９�

堤
　
畑

４９�

１８７１�のうち１ ２ ７�

山林　１４２２�のうち１１１４�

山林　１３９１�のうち３７７�

山林　７９５�のうち５９８�

畑
　
畑

９９９�のうち５ １５�

２３１９�のうち１２０７�

山林　９９５�のうち９３�
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