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事実の概要

　原告らは、陸海空自衛隊市中パレードが平成
26 年 5月 24 日に開催される予定であることを知
り、「『軍事パレード』の中止を求める集会」を同
年 5月 19 日に開催するために、被告金沢市に対
し、金沢市庁舎前広場の使用許可申請を行った。
これに対し被告は、庁舎前広場において特定の個
人、団体等の主義主張や意見等に関し賛否を表明
することとなる集会を開催することは、金沢市庁
舎等管理規則 5条 12 号が庁舎等において行うこ
とを禁ずる「示威行為」に該当すること等を理由
に不許可処分とした。そこで原告らは、①本件広
場はパブリック・フォーラムの法理が適用される
場所であり、本件処分は集会の内容に基づくもの
であるので厳格審査に服するが、規制を正当化す
る理由は存在しないこと、②本件広場にパブリッ
ク・フォーラムの法理が適用されないとしても、
地方自治法 244 条 1 項の定める「公の施設」に
該当し、「正当な理由」がない限り利用を拒否す
ることはできないが（同条 2項）、本件では「正
当な理由」は存在しないこと等を理由に、本件処
分が違憲・違法であることに基づく国家賠償請求
等を行った。

判決の要旨

　１　本件広場は「公の施設」に該当するか
　「本件広場は金沢市庁舎建物の敷地の一部とし
て金沢市庁舎を構成して」おり、「具体的には、

金沢市庁舎に隣接する歩道と同庁舎建物とを接続
する空間であり、本来的に金沢市庁舎建物を訪れ
る来庁者及び被告職員の通行に利用されることが
予定されたものである」。また被告は、本件広場
については、「公の施設」であれば制定が義務づ
けられている条例を制定せずに、その管理を広場
管理要綱や庁舎等管理規則に基づいて行ってきて
いる。こうした本件広場の物理的・構造的特徴や
設置・管理体制、使用実態・実績を考慮すると、
「本件広場は、現在まで一貫して、金沢市庁舎建
物と一体のものとして金沢市庁舎を構成するもの
であり、被告の事務又は事業を執行するために直
接使用することをその本来の目的とする『公用財
産』として扱われてきた」ものであり、「『公の施
設』に該当するとは認められない」。

　２　本件広場にはパブリック・フォーラムの
　　　法理が適用されるか
　「パブリックフォーラムの法理とは……①伝統
的に表現活動と結びついている公共用物（道路、
歩道、公園など）は、純然たる公共の広場（伝統
的パブリックフォーラム）として、②国又は地方
公共団体が自発的に公衆の表現活動の場所として
その利用に供してきた公共の場所（公会堂、公立
劇場、公立学校講堂など）は、指定された広場（指
定的パブリックフォーラム）として、それぞれの
場所で行われる表現活動の規制の合憲性をより厳
格な基準により判断することを求める理論をいう
ものと解され」る。「本件広場が指定的パブリッ
クフォーラムに該当するかにつき検討すると、前
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記１で検討したとおり、本件広場は……現在まで
一貫して金沢市庁舎の一部として、被告がその事
務又は事業を執行するため直接使用することをそ
の本来の目的とする『公用財産』として管理して
きたものと認められる」。とはいえ、「本件広場は
……多くの市民や観光客が往来する場所に位置し
ており、これらの者が通行し、あるいは立ち寄る
ことも多かったものと認められるし、平成 22 年
4 月から平成 26 年 11 月までの間、合計 78 件の
行為等が被告によって許可され……本件広場で何
らかの表現活動等が行われてきたことも事実であ
る」。
　「そこで、さらに、被告において本件広場で行
うことを許容している行為内容や、実際に被告か
ら許可されて行われた表現活動等や不許可となっ
た表現活動等の詳細について検討する」と、「被
告においては、本件広場についての行為等の許可
申請については、被告の事務・事業やそれに密接
に関連する行為等については許可を行うが、そう
でないものについては被告の事務・事業に支障が
生じるか否かを具体的に検討し、特定の個人、団
体等の主義主張や意見等に関し賛否を表明するこ
ととなる集会を開催することは『示威行為』に該
当するとして不許可とするとの運用を行ってきた
ものと認められる」。「そうすると、被告が本件広
場を自発的に公衆の表現活動の場所としてその利
用に供してきたものとは評価し難く、本件広場が
指定的パブリックフォーラムに該当するとはい
え」ない。

　３　本件不許可処分は憲法21条 1項、地方自治法
　　　244 条 2項、3項に違反するか
　前記の通り、「本件広場にパブリックフォーラ
ムの法理が適用されるとは認められないし、また、
本件広場が『公の施設』に該当するとも認められ
ない」ので、本件不許可処分は憲法 21 条 1 項、
地方自治法 244 条 2項、3項に反するものではな
い。

　４　本件不許可処分は金沢市長の裁量権の逸脱・
　　　濫用により違法か
　本件広場の「使用を許可するか否かは、原則と
して管理者の裁量に委ねられて」おり、「管理者
の裁量判断は、許可申請に係る使用の日時、場所、

目的及び態様、使用者の範囲、使用の必要性の程
度、許可をするに当たっての支障又は許可をした
場合の弊害若しくは影響の内容及び程度、代替施
設確保の困難性など許可をしないことによる申請
者側の不都合又は影響の内容及び程度等の諸般の
事情を総合考慮してされるべきものであり、その
裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審
査においては……その判断要素の選択や判断過程
に合理性を欠くところがないかを検討し、その判
断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念
に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場
合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法と
なると解するのが相当である」。
　本件広場は、被告の事務又は事業の執行のため
に直接使用することをその本来の目的とする「公
用財産」であるので、「本件広場の使用を許可す
るか否かについては、本来の目的である被告の事
務又は事業の執行を妨げることがないか否かが重
要な考慮要素となる」。
　「本件集会は、自衛隊市中パレードという賛否
両論のあり得る行為について、反対の立場を表明
するものであるところ……本件集会が本件広場に
おいて開催された場合、被告が……原告らの立場
に賛同し、協力しているかのような外観を呈する
こととなり、地方公共団体である被告の中立性に
疑念を抱かれる可能性があ」り、「第三者において、
被告に対する抗議行動や抗議の申入れを行い、あ
るいは被告の行事等に協力しないとの立場をとる
ことも予想される」。「そうすると、本件広場で本
件集会が開催された場合、その当日やその前後の
みならず、将来にわたって、被告の事務又は事業
の執行が妨げられるおそれがある」。「以上に加え
……本件不許可処分に至る手続等においても特段
の問題はないことなどを踏まえると……裁量権の
逸脱又は濫用があったとは認められない」。

判例の解説

　一　判決の意義
　本判決は、政府の所有する財産上での表現活動
に対する制限がどこまで許容されるかについて判
断したものである。これに類似する問題は、これ
までも、各種公安条例事件に代表される公道にお
ける表現活動の許可や、後述する泉佐野市民会館
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事件に代表される政府所有の建物室内での表現活
動の許可をめぐる問題に関する諸判決などで争わ
れてきたことがよく知られている。これら先例と
比較すると、本判決は、市庁舎敷地の屋外での表
現活動の許可が問題となっており、またこの問題
に取り組むに際し、いわゆるアメリカ型のパブ
リック・フォーラム論を正面から論じている点に
特徴がある。

　二　アメリカ型パブリック・フォーラム論
　日本の判例上、パブリック・フォーラム論とし
てよく知られているのは、吉祥寺駅事件最高裁判
決１）の意見などにおいて伊藤正己裁判官が展開
してきた、道路、公園、広場などの一般公衆が自
由に出入りできる場所を表現のための場として役
立つパブリック・フォーラムとして、このパブリッ
ク・フォーラムにおいて表現活動がなされる場合
には、所有権や管理権に基づく制約を受けざるを
えないとしても、表現の自由と当該場所の所有権
や管理権その他利用者の利益との衡量の際に表現
の自由への配慮を要求するものであろう。また、
パブリック・フォーラム論に明示的に言及してい
るわけではないが、日本の判例における「パブリッ
ク・フォーラム」論の一類型として、泉佐野市民
会館事件最高裁判決２）を挙げることができよう。
同判決は、市民会館が地方自治法 244 条の定め
る「公の施設」であることを前提に、同会館の管
理条例の定める不許可事由が地方自治法 244 条
2項の「正当な理由」として認められるか否かを
検討する際に、集会の自由の保障への配慮を要求
しており、この点へのパブリック・フォーラム論
の影響が指摘されている３）ことはよく知られて
いるところである。
　これに対して、本判決は、伊藤裁判官型でもな
ければ、泉佐野市民会館事件型のそれでもなく、
アメリカ型のパブリック・フォーラム論を論じて
いる。アメリカ型のパブリック・フォーラム論と
は、判決の要旨２に述べられている通りであるが、
本判決では、本件広場が「指定的パブリックフォー
ラム」に該当するか否かが論じられている。
　本判決は、本件広場が指定的パブリック・フォー
ラムではないとする際に、言論活動に対する広場
の使用許可の実態においてある程度の選択がなさ
れていたことをその主たる理由としている。その

選択の基準は、①市の事務・業務やそれに密接に
関連する行為等の場合には許可する、②そうでな
いものについては市の事務・事業に支障が生じる
か否かを具体的に検討し、支障が生じる場合には
不許可とする、というものである。
　このように、ある政府財産が指定パブリック・
フォーラムに該当するか否かを検討する際に、政
府が当該財産を設置した意図を考慮するアプロー
チは、アメリカ連邦最高裁においてもよくみられ
るものであり、特段の違和感はない。むしろ問題
は、そのためにかえって、アメリカ型のパブリッ
ク・フォーラム論の問題点もそのまま引き継いで
しまっている点にある。よく指摘されているよう
に、「指定パブリック・フォーラム」であるか否
かの基準を、政府が当該財産を表現活動に広く開
放する意図を有していたか、あるいはどのような
表現活動にあてる意図を有していたか否かに求め
るならば、パブリック・フォーラム性の否定や当
該表現活動の排除の正当化という結論が容易に導
かれてしまうことになる。

　三　「公の施設」と「集会の用に供する『公の
　　　施設』」
　では、本件は、アメリカ型のパブリック・フォー
ラム論ではなくて、本件と同様に政府所有の財産
における表現活動の不許可が問題とされた泉佐野
市民会館事件に準じて論じられるべきであったの
であろうか。この点につき、泉佐野市民会館事件
判決においては、市民会館が地方自治法 244 条
にいう「公の施設」にあたり、またそのなかでも
市民会館は「集会の用に供する施設」であると認
定され、そのうえで、不許可事由を定める条例の
解釈適用に際しては、「会館の使用を拒否するこ
とによって憲法の保障する集会の自由を実質的に
否定することにならないかどうかを検討すべきで
ある」とされていた。これに対し、本判決では、
そもそも本件広場が「公の施設」にあたるか否か
が争われ、これが否定されている点で、泉佐野市
民会館事件と大きく異なっている。
　本判決は、本件広場につき、庁舎に出入りする
ための通路である等の客観的条件や、「公の施設」
であれば必要な条例の不在等を理由に、「公の施
設」であることを否定している。しかしながら、
条例の不在を理由にすることは本末転倒の感が否
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めず、また一般に、「公の施設」の要件は、当該
地方公共団体の住民の利用に供されていること
や、目的が住民の福祉の増進にあることなどとさ
れており４）、本件広場も十分に「公の施設」たる
要件を備えている。とはいえ、本件広場を市民会
館や公民館同様に「集会の用に供する施設」であ
るとまでいえるかについては、より慎重な検討を
要するところであろう。

　四　公用財産の目的外使用
　仮に本件広場が、「集会の用に供する」ものと
まではいえないにせよ、「公の施設」たりうるも
のであるとすれば、その集会目的での利用は、「公
の施設」の目的外使用ということになる。この点
につき、本判決は、判決の要旨４にみられるよう
に、市長の裁量権の逸脱濫用の有無を判断する際
に、「公の施設」である学校の目的外使用という
点で本件とは具体的事案を異にするとしながら、
呉中学校教研集会事件判決５）の判断枠組みを踏
襲するかのような体裁をとっている。しかしなが
ら、呉中学校教研集会事件判決は、公の施設の設
置目的以外の使用許可（地方自治法 238 条の 4 第
4項〔現 7項〕）に関し、将来における学校教育上
の支障を理由に不許可処分とするにはその支障の
「生ずるおそれが明白に認められる場合」に限定
していたのに対し、本判決はこの部分を省略して
参照している。またこのことは、具体的当てはめ
の場面にも影響を与えている。すなわち、呉中学
校教研集会事件判決においては、妨害行動による
騒擾の可能性等について、具体的な妨害の動きや
実際の妨害活動の有無、仮に妨害行動があった場
合の教育目的への影響など、やや立ち入った検討
が行われ、裁量権の逸脱が導かれている。これに
対し、本判決は、判決の要旨４にみられるように、
市による集会開催許可→集会内容への市の賛同の
外観→第三者による抗議の招来→市の「事務又は
事業の執行が妨げられるおそれ」という、複数の
推定に基づいた「おそれ」を導き出すことで裁量
を正当化している点で、呉中学校教研集会事件判
決とは大きく異なっている。

　五　伊藤裁判官によるパブリック・フォーラム
　　　論再訪
　おそらく本件のような事案は、他者所有の屋外

広場における表現活動の規制が問題となっている
点で、伊藤裁判官型の「パブリック・フォーラ
ム」論によって判断されるべき事案だったのかも
しれない。そこで、吉祥寺事件判決における伊藤
裁判官のパブリック・フォーラム論を参照してそ
の判断枠組みを整理すれば、他者の所有・管理す
る場所における表現活動に対する規制の正当性を
判断するには、まず、㋑当該場所が「パブリック・
フォーラム」たる性質をもつ場所であるか否かが
見極められなければならない。そのためには、一
般公衆が自由に出入りできる場所であるか、表現
の自由の行使にとって有用な場所であるか、など
がその判断要素となる。次いで、㋺もし㋑が肯定
されるならば、その場所での表現活動に対する規
制については、表現の自由を可能な限り考慮しつ
つ、当該表現活動が表現の自由として保障される
価値と、それを規制することによって確保できる
他の利益とを具体的状況のもとで比較衡量して、
その許容性が判断される。そしてその衡量の際に
は、場所の状況、規制の方法や態様、表現活動の
態様、その意見の有効な伝達のための他の手段の
存否など多くの事情が考慮される。
　これを本件についてみれば、おそらく、庁舎前
広場は一般公衆が自由に出入りでき、かつ、とり
わけ市の政策に関する意見の表明等にとって有用
な場所であることに疑いはなく、㋑は容易に肯定
されるであろう。次いで、㋺については、確定的
なことは事実を子細に検討しなければいえないと
しても、先述のように、許可をすることによって
失われる利益（市の事務又は業務の執行の確保）の
導出が単なる推論に基づくものに過ぎないとすれ
ば、表現の自由の側に比重は大きく傾くことにな
ろう。
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