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平成２４年(ネ)第１ ７２５号　損害賠償請求控訴事件控訴人　和　泉　市

被控訴人　　井　坂　善　行　外１名

次回期日　平成２４年９月１８日午前１０時

控訴人準備書面

大阪高等裁判所

第３民事部【jホ係　御　中

平成２４年８月3 1･日

控訴人訴訟代理人

弁護士　福　．由･　健

同 青　　海　　利

第１　移設前の王子グラウンドが「公共施設に類するもの」に該当しないこと

　１　被控訴人らは，いずれも運用申し合わせ第２の２に（硬式）野球場や運動場　　

が列挙されていなくとも，列挙された施設の後に「等」があるから，（硬式）　　

野球場や運動場も，「公共施設に類するもの」に含まれると主張する，

　　　しかし，公共施設に類するものの規定方法をみれば，運動場や野球場が列挙　　

の後の「等」に含まれると解することはできない。すなわち，運用申し合わせ　　

第２の２は，土地収用法に規定された事業の用に供する施設のほとんどを個別’‘　　

列挙しながら，同じく土地収用法に規定のある運動場（や野球場）に言及して　　

いない。もし，運用申し合わせにおいて，運動場や野球場も公共施設に類する　　

ものに含める趣旨ならば，少なくとも運動場を列記に加えるか，施設の列挙の　　

末尾に，「その他，土地収用法その他の法律において。土地等を収用しレ又は　　

使用することができる事業として列挙された事業の用に供する施設をいう｡」　　

と規定したはずである。このような規定の方法によらなかったのであるから，
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　「等」の前の列挙施設と運動場や（硬式）野球場は別種の取り扱いをする趣旨　

と解すべきである。

２　このことは，「等」の前の列挙施設と運動場（特に硬式野球場）の性質の違　

いからも首肯しうるところである。すなわち，「等」の前に列挙された施設は，

　いずれも村落共同体等の限られた地域の公衆の用に供される生活インフラ施設　

・防災等の安全に供される施設及び地域の住民自治を実現するに必要な集会施　

設であるから，地縁団体の構成員が地縁的な共同生活ないし住民自治を実現し，

　維持するに必要な施設である。つまり，利用者が地縁団体構成員に限られても　

用途に照らして公共性を有するということができる。

　　これに対して，（硬式）野球場は，福利娯楽施設にすぎず，かつ同じ時間帯　

の利用は，特定の利用者に排他的に提供されることになるから，用途に照らし　

て当然に公共性を帯びるとまでは言えない。村落共同体等の地縁団体の構成員　

を超えて，広く一般公衆（住民一般）の意思によって設置され，一般公衆の平　

等な利用が法的に担保されてはじめて，公共事業の用に供されるものとなりう　

るにすぎないから，「等」の前に列挙された施設とは，全く性質を異にする。

３　被控訴人井坂及び松田は，控訴答弁書第２の1（2）の第５段において援用す　

る「公共補償基準要綱の解説」（乙８）４２頁は，公共的施設であるか否かの　

判断は，「法律上収用権が付与されている公共施設に類する公共的機能を有す　

るものであるかどうかによるものとしたのである｡」とするが，２に上述した　

ところに照らし，また，控訴理由書第２の２に指摘した実際の利用状況を勘　

案しても，移設前の王子グラウンドが「法律上収用権が付与されている公共　

施設に類する公共的機能を有するもの」ということはできない。

４　被控訴人井坂及び松田は，運用申し合わせの第１２の１に「運動場」が例に　

あがっていることの説明として，控訴人が示した解釈に対して，「公共補償基　

準要綱の解説」（乙８）の１ ０４頁から１ ０７頁に控訴人指摘の解釈が言及さ　れていないと主張する。

　　しかし，運動場が公共施設か，公共施設とも公共施設に類するものともな　

りうるかは，公共補償基準要綱第３条２項レ3項の問題である。第１２の１に　

おいて，運動場を例として取り上げられたのが，「公共施設」として上がって　

いるか，「公共施設」とも「公共施設に類するもの」ともなりうるとしてあが
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　っているかを，第１２の１の解説において取り上げる必要性は見出しがたい。

　したがって，乙８の第１２の１の解説箇所に，被控訴人ら指摘の言及がないこ　

とをもって，控訴人の主張をとりえないとする被控訴人らの主張は根拠に欠け　

ると言わざるを得ない。

　　なお，控訴人の控訴理由書第２の1（2）の主張は，原判決が運用申し合わせ　

第１２の１に運動場が例示されていることを，運動場が「公共施設に類するも　

の」の根拠とした論理に破綻があり，理由がないことを述べたものにすぎない。

５　よって，硬式野球場である移設前の王子グラウンドは，王子町会の管理に　

委ねられていたとしても，運用申し合わせ第２の２の「公共施設に類するも　

の」に該当しない。

第２　公共補償基準要綱を適用する裁量の有無について

　　　被控訴人らは，公共補償基準要綱の適用に裁量があると主張する。

　　　しかし，公共補償基準は，一般補償に適用される原則的な補償基準を所与と　　

して，公共性のある既存施設を対象とする場合に、例外的に，一般補償基準を　　

上回る補償を認めるものであるから，例外該当性の判断を裁量行為ということ　　

はできない。まして，公共補償基準要綱では，公共補償基準の対象となるか否　　

かを，「公共施設」及び「公共施設に類するもの」に該当するか否かによって　　

判断する定めをし，その規定文言の解釈準則（運用申し合わせ）まで整備され　

クているのであるから，これらの規定を離れた裁量は認められる余地がない。ま　　

して，定義に該当する場合であっても，一般補償基準による補償をすべき例外　　

を明記している（乙１の第１３条）のであるから，公共補償基準要綱と運用申　　

し合わせによる行政機関への拘束は厳格なものである。

第３　

１

２

　訴外和泉北リトルリーグの利用と公益性・公共性

　被控訴人井坂及び松田は，控訴答弁書第２の2(2)において，訴外和泉北リ

トルリーグは地域住民で組織された団体であるにもかかわらず，控訴人の主張

は，同団体による移設前の王子グラウンドの利用を公益のあらわれとしで認め

ない不当なものであるなどと主張する。，

　しかし，披控訴人井坂及び松田の主張の趣旨が控訴人には正確には理解しか
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　ねるが，訴外和泉北リトルリーグが公共性のある団体と主張する趣旨なら失当　

である。地域住民のうち限られた年齢世代の者にしか門戸は開放されず，野球　

を愛好する（趣味や嗜好を共通にする）希望者で構成され，構成員の野球に関　

する技能を磨くことを追求する団体（１チーム）にすぎないから，公共性のあ　

る団体ということはできない（民間団体の一つにとどまる）。

　　したがって，移設前の王子グラウンドについて同団体の利用があるからと　

いって，これだけをもって，公共の用に供されていたとすることはできない。

３　利用実態として，平成１８年度及び平成１ ９年度に，移設前の王子グラウン　ドの利用していたのが，訴外和泉北リトルリーグだけであったことは，控訴理　由書に前述したとおりである。

　　利用実績はなくとも，公益性公共性があるというためには，少なくとも利用

機会の提供が住民一般に対して法的に確保されている必要がある。利用機会を　

提供すべき範囲は，村落共同体等の地縁団体の構成員では足りず，住民一般と　

されるべきである。移設前の王子グラウンドについて，一般住民による平等な　

利用膏法的に保障するための公報がされたことはない（地元町会による公報は　

ないため控訴人の公報によるべきこととなるが，これがされた事実はない）は　

か，どの時期の利用申込みをいつまでにどこに申し出をすればよいのか，同じ　

時間帯の利用申込みが重複した場合はどうやって決定するのかといった利用者　

確定方法について公示はおろか明定されたことさえない。さらに，移設前の王　

子グラウンドの用地は泉北水道企業団と特別地方公共団体である財産区の所有　

であったが，同グラウンドの設置や管理方法について，泉北水道企業団でも，

　地元財産区の属する地方公共団体たる控訴人でも，条例を制定したことがない。

　　このように移設前の王子グラウンドについて，住民一般の平等な利用機会　

の提供が法的に担保されていたということはできない。

４　したがっで，使用実績のみならず,.使用機会の提供等の管理ルールに照らし　

て見ても，移設前の王子グラウンドを公共事業の用に供されたものないし，

　　「法律上収用権が付与されている公共施設に類する公共的機能を有するもの」　

とする余地がないということができる。

５　地元町会が和泉北リトル.リーグが硬式野球をできる施設の提供を要望したと　

しても，地縁団体による特定団体への支援表明から直ちに公共性を認めること
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はできない。また，村落共同体等の地縁団体では，要望のような法的効果の不

明確な意思表明に関して，構成員の総意（ないし過半数意思）を集約する手続

が保障されておらず，これを反映しているとは限らない（ぞの時々の代表者の

意向に左右されやすい）こと，さらには，村落共同体の意向を，それを超える

範囲に存する住民の意思や意向と同視できないことから，なおさら地元町会の

要望をもって，公益性ないし公共性を認めることはできない。

　なお，丙１はレ道路整備完了後も王子グラウンドが野球場施設として利用で

きるよう機能回復されることを要望したもので，工事期間中の代替施設の提供

には言及されていないし，和泉北リトルリーグの使用機会の保障にも言及され

でいない。

第４　被控訴人井坂及び松田の控訴答弁書第２の３に対する反論

　１　被控訴人井坂及び松田は，控訴答弁書第２の3(1)において，公共補償によ　　

って実質的に補償を受ける相手は，既存公共施設等の公益を享受していた住民　　

であって，既存公共施設等の設置者ではない｡｣と，公共補償基準要綱が適用　　

されることを所与の前提とした議論を展開する。

　　しかし，ここでの議論は，移設前の王子グラウンドは既存公共施設等に該当し，

　　公共補償基準要綱を適用すべきか否かを検討するに際して，管理権限と設置経　　

緯に照らせば，使用許諾の相手方どころか，使用許諾を与える管理者の権限自　　

体が，新たに行われる公共事業に対して制約とならない範囲の暫定的なものに　　

すぎないことを指摘したものである。被控訴人らの主張は公共補償基準要綱が　　

適用されることを所与の前提とした循環論法と言わざるを得ない。

　　　移設前の王子グラウンドが有した機能を公共性のあるものといえないことは，

　　第３に述べたとおりである。ここでも，被控訴人らは，訴外和泉北リトルリー　　

グの利用を住民一般の利用と同視混同しており，失当である。

　２　被控訴人井坂及び松田は，控訴答弁書第２の3(2)において，移設前の王子　　

グラヴンドの用地の大部分が和泉市王子財産区及び和泉市南王子財産区の共有　

であったことから，地元町会に敷地を独自に占有する権限はなかったとする控　　

訴人の主張を誤りであると主張する。

　　　しかし，同原告らが移設前の王子グラウンドの用地の大部分の所有者である

-
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と主張する和泉市王子財産区及び和泉市南王子財産区は，地方自治法上，財産

管理者を和泉市長とする特別地方公共団体であるのに対し，地元町会（王子町

会）は，これとは異なる村落共同体等の地縁団体であるから，両者を同一視す

る被控訴人らの議論は失当である。　　　　、

第５　被控訴人井坂及び松田の控訴答弁書第２の４に対する反論

　　　府立横山高校グラウンドの利用機会の提供は，そもそも法的には不要な代替　　

施設の提供を，あっせんの範囲で便宜提供するものにすぎないから，同等の使　　

用機会を必要とするわけではない。

第６　被控訴人井坂及び松田の控訴答弁書第２の５に対する反論

　１　被控訴人井坂及び松田の控訴答弁書第２の5（1）については，まず，時間的　　

余裕がないからといって，違法な工畢の発注や実施指示が適法となるわけでは　　

ないことを指摘せざるを得ない。

　　　次に，この議論はそもそも代替グラウンドの整備が許されたとした場合の議　　

論であるから，被控訴人らとしては，平成２１度末（平成２２年３月末）まで　　

に工事を完了しうるよう，前もって代替施設の手当をしておく必要があった。

　　　代替提供できる既存野球場の確保も代替施設の整備のための手段も講じない　　

まま，上伯太線の橋梁工事請負契約を締結し，平成１９年９月を迎えたため，

　　このような法令違反の工事実施をすることになったものである。時間的余裕の　　

ない事態に至ったこと自体が，被控訴人らの怠りによるものにほかならない以　　

上，その後の発注手続に関する法令違反は，自ら（ないし指揮監督上）の怠り　　

を糊塗隠蔽するためのものにすぎない。

　　　したがって，時間不足，期限の切迫をもって，手続違反に違法性がない理由　　

とする被控訴人らの主張には理由がない。

　２　次に，被控訴人井坂及び松田は，代替グラウンドの整備が１ ５００万円程で　　できるとの見積もりを得ていたことをふまえた総合的判断であったと主張する。

　　しかし，被控訴人らが援用する代替グラウンドの整備費の見積もりは，本来の　　

手続において行われる見積もりと異なり，前提とする設計条件が定かでなく　　　

（代替施設の提供を受ける者の同意や承認もない｡），はじめから，その見積も
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　りの範囲に収まると見うる根拠はなかった。その作成や第三者の確認をしてい　

ないまま，金額だけを鵜呑みにして総合判断をして，違法性がないということ　

はできない。少なくとも，これらの手順を踏まない被控訴人金谷及び西中の処　

理に対する選任監督上の違背を認めることができる。

３　同様に，変更工事請負・契約変更伺における発見の困雄性と披控訴人金谷及　

び西中から変更理由についての説明がなかったとする点も，被控訴人ら間の選　

任監督と信任維持に向けた内部分担の問題に過ぎず，披控訴人井坂及び松田の　

決定の違法性と過失や，そこから発生した不要不相当な支出の損害賠償責任を　

否定する根拠とはなり得ない。十　　　　　　　　　　　　　　∧

４　なお，被控訴人井坂及び松田は，手続違反及び工事費用の増大と，松尾寺仮　

設グラウンドの整備を決めたこととは別問題であると主張するが，代替グラウ　

ンドの整備が裁量範囲内で許されたとした場合の議論であることを前提とすれ　

ば，適法に発注しうる代替グラウンドの整備を，予算化もなく，正規の発注手　

続によらずに実施すると決定したことによって，発生した損害であると言わざ　

るを得ないレ

第７　被控訴人金谷及び西中の控訴答弁書第２の２に対する反論

　１　被控訴人金谷及び西中は，控訴答弁書第２の2（2）において，控訴人が直線　　

距離で約７キロ離れた松尾寺仮設グラウンドは地元住民の利用に適した位置に　　

なかったと主張しながら，約８．４キロと松尾寺仮設グラウンドより離れた横　　

山高校グラウンドが代替施設として使用できたと主張するのは，自己矛盾であ　　

るとする主張をする。

　２　しかし，一見すれば，支障期間の代替機能という点で同様に見えるとしても
。

松尾寺仮設グラウンドの場合は，公共施設の代替施設として新設整備をするこ　　

とになるから，住民一般の用に供するに適した位置になければならないのに対　　

し，横山高校グチウンドについては，移設前の王子グラウンドに住民一般の利　　

用はなく，その代替機能の補償は不要であるけれども，なお地元町会（と和泉　　

北リトルリーグ）の円満な協力を得るのに事実上代替使用できるグラウンドが　　

必要であった場合に，あっせん処置として紹介し，その使用確保に向けて働き　　

かけることができた可能性を指摘したにすぎない。

７

‾‾‾’¶



に’-　　’-

　両者の相違に照らし，その位置や距離を単純に比較するのは，無意味な批判

といわざるを得ない。

第８　披控訴人金谷及び西中の控訴答弁書第２の4（2）に対する反論

　１　被控訴人金谷及び西中の控訴答弁書第２の4（2）アにおいて，被控訴人金谷　　

及び西中は，市教育委員会から横山高校グラウンドの状況を一切聞かされてお　　

らず，その後も大阪府との協議や横山高校との協議の結果の報告も一切なかっ　　

たと主張する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　しかし，そもそも，硬式野球場として利用できる施設をさがしていた道路河　　

川課とその所属部の管理者である被控訴人金谷及び西中において，教育委員会　　

に対し，横山高校グラウンドの状況や関係機関との協議状況を報告してほしい　　

旨の申入れをした事実がない限り，教育委員会からこれら報告を期待すること　　

はできない。しかるところ，道路河川課から教育委員会に対し，横山高校グラ　　

ウンドの状況や関係機関との協議状況を報告してほしい旨の申入れをした事実　　

はない。

　　　被控訴人らは，自らが適切な調査や申入れを怠っておきながら，他の部署か　　

ら報告がなかったと責任を転嫁しているに過ぎない。

　２　被控訴人金谷及び西中の控訴答弁書第２の4（2）イにおいて，被控訴人金谷　　

及び西中は，「代替地を探している時点では」「横山高校を代替グラウンドとし　　

て使用することが困難であることは市の共通認識であった｡」と主張するが，

　　否認し争う。市の共通認識などというのは存在し.えず，何を以てこのように主　　

張するのか不明である。また，代替地を探している時点がいつか，困難なのは　　

認識当時直ちに使用することに聞するものか，認識当時よりも将来の時点の使　　

用に関するものかも不明である。

　　　次に，「当時，横山高校の借用は無理であったことは市議会の中でも認識さ　　

れている｡」とめ主張は，認識されていた「当時」がどの時点を意味するか不　　

明確であるし，そのような認識の存在は不知ないし争う。

　３　被控訴人金谷及び西中の控訴答弁書第２の4（2）ウにおいて，被控訴人金谷　　

及び西中は，平成１９年８月１５日前後から平成２０年２月２２日までの間に，

　　控訴人と大阪府との間で協議が行われた形跡がないと主張する。しかし，１に
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１

も前述したとおり，道路河川課とその所属部の管理者である被控訴人金谷及び’

西中において，教育委員会に対し，必要時期を明示した使用要請やこれに向け

た協議の働きかけをした事実がない以上，教育委員会においては，大阪府の管

理状況が変更される新年度からの利用に間に合う協議しか行うことが期待でき

ないことは，当然の事理である。∧

　この点でも，被控訴人らは，自らが適切な申入れや要請を行わなかったこ

とを棚上げした無責任な言い逃れをしているに過ぎない。

被控訴人金谷及び西中の控訴答弁書第２の4（3）に対する反論

　この点に対する反論は，被控訴人井坂及び松田の控訴答弁書に対する反論

として第６の１に述べたところと同様である。繰越制度を利用したとしても平

成２１年度末までに工事を完了する必要があることは，平成１９年９月になっ

て突然判明した事情ではない。

２　なおレ被控訴人金谷及び西中は控訴答弁書第２の4(3)イにおいて，仮設グ　

ラウンド整備も本件道路事業の工事であづたと主張するが，被控訴人らの決定　

によって松尾寺仮設グラウンドの整備が行われた当時(平成１９年１２月から　

平成２０年２月)，仮設グラウンドの整備は，竹中土木大阪本社との請負契約　

のなかに含まれておらず，本件道路事業の工事ではなかった。被控訴人らが法　

令に反して仮設整備の実施を強行し，完工引渡後に，変更契約に含められたこ　

とによって，請負契約の付帯工に紛れ込まされたものにすぎない。

　　この変更契約への組み込みについては，これを決裁した被控訴人井坂及び　

松田も気付くことが困難な方法で，事業原課であった都市デザイン部道路河川　

諜の幹部職員の地位にあった被控訴人金谷と西中によって紛れ込まされたこと　

は，被控訴人井坂及び松田も控訴答弁書の８頁～９頁で指摘しているところで　

ある。

第10　被控訴人金谷及び西中の控訴答弁書第２の５に対する反論

　１　被控訴人金谷及び西中は，控訴答弁書第２の5（1）において，手続違反が直　　

ちに裁量権の逸脱濫用を意味するものではなく，あくまでも松尾寺仮設グラウ　　

ンドを整備すると決めた判断に社会通念上裁量権の逸脱濫用があったといえる
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　かどうかを問題とすべきであると主張する。

　　しかし，裁量権の行使に対する適法性の判断は，その判断がおよそ社会的に　

相当なものでないかという実体的な評価のアプローチのほか，前提の調査把握　

に怠りや間違いがなかったか，裁量権行使の手続に違法性がなかったという手　

続的な評価のアプローチが採用されるのが通例である。近時の実務においては，

実体的な評価については，裁量権行使者の判断権を尊重するため，判断代置を　

行わず，緩やかな介入しかされないのに対し，手続的な評価は，積極的かつ厳　

格に行うことが広く肯定されている。被控訴人らの主張はレこれを真っ向から　

否定するもので，採用し得ない。

　　なお，同5(1)イにおいて，被控訴人金谷及び西中が１５４５万円という見　

積額は橋梁工事設計金額の１．６％と本体工事の中で捻出可能な額であったと　

主張するが，この主張の趣旨も根拠も控訴人には理解できない。

　　また，同5(1)ウにおいて，一方で補助金を満額受け入れつつ，他方で違法　

と主張する部分(松尾寺仮設グラウンドの整備が違法と主張することと思われ　

る｡)について職員にまで損害賠償を請求することは，ニ重の利益を不当に得　

る結果を招くと主張するが，その趣旨が控訴人には理解できない。少なくとも　

松尾寺仮設グラウンドの整備は，まちづくり交付金による補助の対象ではない　

(王子グラウンドの移設整備も補助の対象ではない)。控訴人の主位的主張の　

とおり，仮設グラウンド･の整備が違法であるとすれば，被控訴人らは，仮設な　

しで工事ができるよう，交渉や法的手続を進めておくべきであって，これらを　

しないで，まちづくり交付金の返還を要した事態と仮設グラウンドの整備とを　

択一関係にあるものということはできない。被控訴人らが主張するとおり仮設　

グラウンドの整備が適法な選択肢の一つであったとするならば，安易に既存代　

替施設をさがすことだけに頼らず，仮設を適法になしうる準備をしておくべき　

であった。いずれの場合にせよ，両立しない二つの利益を同時に収めようとし　

ているとの批判は，失当である。

２　被控訴人金谷及び西中は，控訴答弁書第２の5(2)において，松尾寺仮設グ　

ラウンドを別途発注した場合の事業工程なるものを繍々主張する。

　　しかし，実際の工事工程は，机上計算で必要期間を勘案したとおりになると　

は限らない。そもそも第６の１において被控訴人井坂及び松田の主張に対する
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　反論として上述したとおり，松尾寺仮設グラウンドを整備することが適法な選　

択肢であったというなら，この方法を適正な手続でなしうる時期から準備を行

っておくべきであった。にもかかわらず，これらをしないでおきながら，時間　

の制約から法令上要求される手続をとらなかったとする主張は，違法性の認定　

を妨げるものとはなりえない。

３　被控訴人金谷及び西中の控訴答弁書第２の5（3）アに対する反論は，基本的　

に第３に上述したとおりである。最後の一文（「そして何よりも」で始まる

文）の趣旨は不明である。

　　被控訴人金谷及び西中の控訴答弁書第２の5（3）イに対する反論は，２に上　

述したとおりである。

　　被控訴人金谷及び西中は，控訴答弁書第２の5（3）ウにおいて議会における　

説明をした担当が契約諜の職員で，道路河川課の職員ではないと主張する。し　

かし，平成２１年７月２２日の総務常任委員会における説明は，甲１８で決裁　

を受けて締結された，橋梁工事請負契約にかかる変更契約の承認を受け，これ　

を本契約とするためのものであるところ，甲１８の契約変更伺（いわゆる棄議　

書）の起案は，都市デザイン部道路河川課の職員が行っている。変更理由の記　

載も，上伯太線道路事業を所管する都市デザイン部道路河川課の説明に基づい　

て，起案され，議会承認の手続がとられている以上，契約課は，原課である道　

路河川課の要請と説明に基づいて，議会で説明しているにすぎない。同項の最　

後の一文（「また，そもそも」で始まる文）にある「松尾寺仮設グラウンド整　

備は，本体工事に直接関係しない附帯工事として取り扱われたものと理解する　

ことができる｡」というのは，何を言わんとするのか控訴人には理解しがたい。

　仮に，議会（委員会）における説明で貪及しなかった理由が，松尾寺仮設グラ　

ウンド整備は，本体工事に直接関係しない附帯工事であるから説明する必要が　

ないと理解されたとする趣旨なら，それ自体多いに問題である。当初の契約書　

になかづた松尾寺仮設グラウンドの整備をしたことは，金額を度外視しても重　

要な変更であるし，一時的な支障期間のための仮設施設で，既に撤去されたと　

いうのも性質上重要な事柄である。しかも，変更契約の金額が１ ３４，０７１，

　３５０円増加したなかで，仮設グラウンドの整備に要した金額５ ２，８４５，

　０００円は，３ ９，４％と大きな割合いを占めているということができる。
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４　被控訴人金谷及び西中は，控訴答弁書第２の5（4）アにおいて，「請負業者か　

ら提出された設計書を基本に工事を進めた」というが，公共工事において作成　

されるべき「設計図書」を備え，これに基づいたものという趣旨なら否認する。

　その「設計書」は，甲４９のとおり「御見積書」と題する書類に簡易な数量計　

算書があるだけで，設計図や仕様書の体をなしたとする趣旨ではないと見受け　

られる。

　　また，被控訴人金谷及び西中は，移設前の王子グラウンドの敷地を工事ヤー　

ドとして利用できるよう，明渡しに協力してもら-うための補償として，松尾寺　

仮設グラウンドの整備をしたと主張するが，ＵＲ土地に仮設整備をすると決め　

る前に，①敷地の土質を調査し，甲４９の工事で代替グラウンドができるのか，

　②甲４９で整備される施設（そもそもその態様が確定できるのか疑問なしとし　

ない｡）で，関係者の協力が得られることの確認をしていたのか，多いに疑問　

がある。

５　被控訴人金谷及び西中の控訴答弁書第２の5（4）イ及びウについては，道路　

河川課のなかで部長及び課長による課員に対する指揮監督に過誤があったとい　

うもので，これをもって，被控訴人金谷及び西中の責任を否定すべき理由とは　

なり得ない。なお，正規の発注手続に基づく工事の場合，予め設計図書が作成　

され，何をどのように工事すればよいか明確になっているのに対し，松尾寺仮　

設グラウンドの整備については，本来なら作成されるべき設計図書が作成ざれ　

ず，また，移動対象となる利害関係人及び用地の貸主の了解を得ることなく，

　工事が実施されたため，課員にとって，通常の方法では工事を監理できるもの

ではなかった．にもかかわらず･被控訴人ら､は･課員に対し，適切な指導，逐

次報告すべきことの指示をし，あるいは随時に相談にのること等の措置をしな

いでおきながら，事後に自らのこれら措置の怠りを，課員だけの過誤に責任転

嫁しているにすぎない。

第11　まとめ

　　　以上のとおり，被控訴人らの主張は，いずれも失当であるから，控訴人の請　　

求は，認められるべきである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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