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平成２４年（ネ）第１７２５号　損害賠償請求控訴事件

控訴人　和泉市

被控訴人　　金谷　博文　外３名

準備書面(1)

大阪高等裁判所第３民事部ロホ係　御中

平成２４年８月３１日

被控訴人金谷博文，同西中重喜訴訟代理人

　　弁　護　士　　　川　　　崎　　　伸　　　男

弁　護　士

弁　護　士

喜　　多　　鉄　　春

宮　　城　　卓　　也

第１　王子町会が王子グラウーンドを管理していたこと

　１　王子町会は，昭和６３年７月，移設前の王子グラウンド（以下，単に「王子　　

グラウンド」．とする｡）の設置及び管理等に関して，「王子町グランド条例」　　

と題する規則を定めた（丙７号証）。同規定ではに王子町グランドを「スポー　　

ツの振興をはかり町民の体位向上に資するため」設置すること（第１条），王　　

子グランドは享子町会が管理すること（第２条）とされてお･り，そのほか使用　　

条件や使用料の取扱い等グラウンド管理の基本的事項が定められている。

　　　また，かかる王子町グランド条例第１２条を受けて，王子町会は「王子町グ　　

ヽランド条例施行規則」と題する規則を定めた（丙８号証）。同規則においてぱ，
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　　　「条例第４条の規定に基づき町会の許可を受けようとするものは，責任者を定　　

め使用する日の３日前までに使用許可申請書（様式第１号）を町会に提出しな　　

ければならない｡」（第５条１項）などと，住民が王子グラウンドを使用する　　

際の手続等が具体的に規定されている。かかる規定のもと，王子町会は使用許　　

可申請書の雛型を作成し（丙９号証），住民からの使用許可申請を受け付けて　　

いた。

　２　王子町会は，かかる王子町グランド条例及び王子町グラウンド条例施行規則　　

に基づき，昭和５３年頃より，王子グラウンドを管理していた。

　　　具体的には，王子町会役員の中から王子グラウンド担当者を定め，同担当者　　

が住民からの使用許可申請に対応していた。また，王子グラウンドに関する収　　

支については，町会の会計とは独立した金銭出納帳を記載してこれを管理しレ　　

会計処理をしていた（丙１０号証）。同金銭出納帳によれば，収入としては利　　

用者からのグラウンド使用料金が，支出としては水道代やグラウンド備品代等　　

が計上されており，各年度末（各年３月）には，収支計算した残額が王子町会　　

へ入金されている。

　　　このように，王子町会は，町会で定めた規則の下，町会役員の中から担当者　　

を定めて王子グラウンドを曹理し，かつ，住民に対して平等に王子グラウンド　　

を開放していたのであり,住民は誰でも使用許可申請書により申請することで，

　　王子グラウンドを利用することができた。

第２　特定団体に本来権利として認められてはいない便益を提供していないこと

　１　控訴人は「一般住民による平等な使用機会を提供する公示がされず，地元住　　

民による利用は実績として途絶えていた」などとして，「特定団体に，本来権　　

利として認められてはいない便益を，提供したものにほかならない｡」と主張　　

するが，被控訴人らは，これを否認して争う。

　２　まず，上記のとおり，王子町会は，住民からの使用許可申請に対応するため　　

に町会として規則を定め，申請書の書式を用意し，使用料金等の授受に関して
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　もこれを管理していた。加えて，町会として王子グラウンドの管理担当者を定

　め，住民からの問い合わせがあれば申請書を交付するなどして対応し，住民め

　使用を平等に認めてきた（丙１０号証８頁・１２頁～１４頁・２６頁・２７頁

　・３９頁・４０頁・４２頁・５２頁・５５頁・６７頁，丙１１号証の１ないし

１０）。また，地元住民にとっても，王子グラウンドを王子町会が管理してい

　ることは周知の事実であり，町会役員らに問い合わせれば，住民が誰でも容易‘　

に利用できる体制になっていた。

　　さらに，王子町グランド条例施行規則第４条１号には√「同一の使用者が引

　続き８日を超えて使用するとき」は，使用を許可しないと定められており，王

　子グラウンドが特定団体のためのグラウンドではないことが明確に定められて

　いた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二

　　したがって，一般住民による平等な使用機会が提供されていたといえる。

３　控訴人は,平成１８年度及び平成１９年度における王子グラウンド（移設前）　

の利用状況として，平成１８年４月から平成１９年１２月までの使用表（甲４

　１号証の１ないし８，甲４２号証１ないし１２）を提出し，専ら訴外和泉北リ

　トルリーグだけが利用していたと主張する。

　（1）しかしながら，平成１９年２月２６日，同年３月１２日，及び，同年３月

　　２６日には，王子町民である訴外丸本正人氏が責任者を務めるソフトボール

　　チーム（訴外和泉マンデーズ）から使用許可申請が提出されている（丙１１

　　号証の８ないし１０）‘。同時に，王子町会が管理する王子グラウンド金銭出

　　納帳には，かかる使用許可申請書の記載どおりの日時に，訴外和泉マンデー

　　ズから使用料が支払われている（丙１０号証６７頁）。使用許可申請がなさ

　　れ，申請書の内容どおりに使用料が入金されている以上，訴外和泉マンデー

　　ズが王子グラウンドを使用したことば明らかである。

　　　しかるに，甲４１号証及び甲４２号証にはかかる使用状況が記載されてい

　　ない。したがって，甲４１号証及び甲４２号証は，実際の利用状況を正確に
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　　反映した使用表ということはできず，信用することはできない。

　（2卜加えて，一方で訴外和泉マンデーズは，平成１８年度においても，平成１　　

８年２月２７日，平成１８年３月６日，及び，平成１８年３月１３日に使用　　

許可申請書を提出し（丙１１号証の５ないし７），同申請書の内容どおりに　　

使用料を王子町会に支払い（丙１０号証５２頁，５５頁），王子グラウンド　　

を使用した。

　　　他方，控訴人は，「平成１９年度」として同年１月から１２月までの使用　　

表（甲４２号証の１ないし１２）を提出しながら，「平成１８年度」として　　

は，同年４月かち１２月までの（ただし，同年９月分を除く）使用表（甲４　　

１号証の１ないし８）のみを提出している。

　　　この点，甲４２号証の１は「平成１９年度」として１月から始まっている　　

ことから，毎年１月を起点として年度を区切っているといえる。それにもか　　

かわらず，「平成１８年度」として，同年ｉ月から３月までの使用表が提出　　

されていないのは，この時期に和泉北リトルリーグ以外の団体が利用してい　　

た事実が明らかになることを防ぐため意図的に提出しなかったと推認せざる　　

をえない。

　（3）以上のとおり，平成１９年に至るまで，和泉北リトルリーグ以外の団体に　　

よる王子グラウンドの利用が続いていたのであって，地元住民による利用が　　

途絶えていたとはいえない。

４　また，和泉北リトルリーグは，王子グラウンドを使用する機会が多かったこ　

とから，便宜上１ケ月単位で使用許可を申請していたようであるが，平成１９　

年１２月時点においても，王子町会が定めた使用許可申請書の書式に従って使　

用許可を申請している（丙１２号証）。換言すれば，和泉北リトルリーグも，

　あくまでも―利用者として，王子町会が定める規則に従って許可を申請してい　

たのであり，その使用方法において他の住民と異なるところはなかった。

　　さらに，和泉北リトルリーグ野球協会が王子グラウンドにおける使用日程を
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　　把握するために作成していた使用日程表には，「日程変更につい（原文ママ）　　

各使用団体相互間で交渉し,その結果を王子町会長グランド係まで連絡する事」　　

とする注意事項が記載されている。かかる記載は，和泉北リトルリー¬グ以外の　　

団体が王子グラウンドを使用することを前提としている点で，王子グラウンド　　

が特定団体のために設置・管理されていたものではないことの証左といえる。

　5（1）以上のとおり，主子グラウンドは，地域住民に対して平等に使用機会を与　　　

えており，実際に和泉北リトルリーグ以外の住民も使用していたのであるか　　　

ら，控訴人の主張はその前提とする事実が誤っている。

　　（2）また，そもそも和泉北リトルリーグという少年野球チームは，そのメンバ　　　

ーの大多数は地元住民の子であり，メンバーの父兄も含めて活動している団　　

：体であるから,王子グラウンドを地元住民が利用していたことに違いはない。

　　　すなわち，和泉北リトルリーグが地元の少年野球チームであることは当事者　　　

間に争いないところ，和泉北リトルリーグを中心とする地元住民が王子グラ　　　

ウンドを野球場として利用できなくなった場合，地域住民のスポーツ振興に　　　

伴う健康維持・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　　　

なることは明らかである。

　　　　和泉北リトルリーグという「特定団体に，本来権利として認められてはい　　

ない便益を提供した」との控訴人の主張は，一方で，結果的には和泉北リト　　　

ルリーグが利用者の中心であり他の住民による利用は比較的少なかったとい　　　

う使用実態のみをー面的に強調し，これを過大評価しながら，他方で，和泉　　　

北リトルリーグが地元住民により構成された団体であることを無視するもの　　　

であるから，恣意的な評価に基づく主張といわざるをえない。

第３　裁量の逸脱・濫用がないこと

　１　上述のとおり，王子グラウンド利用団体の中心が和泉北･リトルリーグであっ　　

たとしても，そのことから直ちに王子グラウンドの公共施設性が失われるわけ　　

ではなく，まして松尾寺仮設グラウンドを設置することが行政裁量を逸脱・濫
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　用することになるわけではない。

２　原審から繰り返し述べているとおり，被控訴人らは，あくまでも地権者であ　

りかつ王子グラウンドを管理していた王子町会の栗望に応じて，懸命に代替グ　

ラウンドを探した。しかし，かかる努力にもかかわらず既存のグラウンドでは　

代替できないことが判明したため，これ以上工期を遅らせてまちづくり交付金　

事業年度内の完工が不可能となる事態を防ぐべく，緊急避難的に仮設グラウン　

ドを設置したものである。　　　Ｉ　■　　・

　　また，王子町会あるいは和泉北リトルリーグの協力が得られず王子グラウン　

ド残地を工事ヤードとして使用できなかった場合，周辺には他に工事ヤードと　

して使用できる適当な場所がないことから，膨大な工事費の増額となるばかり　

か，事業の進行が大幅に遅れ，まちづくり交付金（補助金）を返還せざるを得　

ない事態に陥ることは明白であった。かような状況の下，地元町会の要望に応　

じて，地元住民により構成されているグラウンド利用団体との調整を図るため　

に松尾寺仮設グラウンドを設置するという決定は，まさに行政として正しく行　

政目的を達成するために行った行為であり，断じて行政裁量を逸脱・濫用する　

ものではなく，違法ではないこと当然である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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平成24年（ネ）第1725号　損害賠償請求控訴事件

控訴人　和泉市

被控訴人金谷博文，百中重喜　外２名

証　拠　説　明　書

平成24年8月31日

大阪高等裁判所第３民事部　ロホ係　御中

　　　　　　　　　被控訴人金谷博文，同西中重喜訴訟代理人　弁護士　宮城　卓也

号　証 �標　　　　　日(原本・写しの別)��作　成年月日�作成者 �立証趣旨 �備考

丙７ �王子町グランド条例�写し �S53.7 �王子町会・�王子町会が，王子町グランドの設置・使用条件等に関する規則を定めて，同グラウンドを管理していたこと

丙８ �王子町グランド条例施行規則�写し �S53.7 �王子町会 �王子町会が，丙７号証を受けて王子グラウンドの管理に関する細則を定めた上で，同グラウンドを管理していたこと

丙９ �王子町グランド使用許可申請書(雛型)�写し �不明 �王子町会 �王子町会が，王子町グラウンドの使用を希望する住民のために，使用許可申請書の雛型を作成していたこと

丙10 �金銭出納帳･　（上記原本において，18頁，19頁，53頁，及び54頁が落丁しているが，会計収支の年月日は連続している。）�写し �H14.4～H22.5�王子町会 �①王子町会か，王子町グランド利用者からの使用料徴収やグラウンド備品代金の支出等，同グラウンドにかかる金銭の出納状況について，専用の会計帳簿を作成して管理し,各年度末（各年３月）に収支残高を王子町会へ入金していたこと。②和泉北リトルリーグ以外の団体や個人が，王子町グラウンドを利用していたこと.、

丙11の1 �王子町グランド使用許可申請書・�写し �H17.2.27 �油田和典 �和泉北リヽトルジーグ以外の住民が，王子グラウンドを使用していたこと　　　Ｉ

丙11の2 �同上 �写し �H17.3.7 �丸本正人 �同　上
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号　証 �　標　　　　　目｀（原本・写しの別）��作　　成年月日�作成者 �立証趣旨 �備考

丙11の3 �王子町グランド使用許可申請書�写し �H17･.3.14 �丸本正人 �和泉北リトルリーグ以外の住民が，王子グラウンドを使用していたこと

丙11の4 �同上’ �写し �H17.4.11 �同上 �同　上

か1・5 �同上 �写し �（H18.2.27）�同上 �同　上

丙11の6 �同上 �写し �(H18.3.6) �同上 �同　上

丙11の7 �同上 �写し �㈲8.3.13）　　　－�同上 �同　上

丙11の8 �同上 �写し �H19.2.26 �同上 �同　上

丙11の9 �同上 �写し �H19.3.12 �同上 �同　上

丙11の10 �同上 �写し �H19.3.26 �同上 �同　上

丙12 �Ｈ１９年１２月分グランド使用料・王子町グランド使用許可申請書�写し �H19.12 �和泉北リトルリーグ野球協会�和泉北リトルリーグが，王子グラウンドを使用するに際し,・１ケ月単位で使用許可を申請していたこと

丙13 �王子グランド使用日程表�写し �H19.12. �和泉北リトルリーグ野球協会�王子グラウンドの使用について，使用したい月の１ケ月前の毎月１日午後７時に，王子会館において使用日程を決めていたこと。また，複数の団体による使用を前提とした日程調整について，注意事項が定められていたこと。

２

ご

３

－

‾‾'¶


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8

