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事実の概要

　平成 23 年の東日本大震災の発生当時、岩手県
Ａ町は、災害対策本部を高台ではなく町役場駐車
場付近に設置したため、津波が到来し、多くの役
場職員が死亡した。町役場庁舎もその一部が流失
し、残った庁舎も全壊した。
　町は、平成 25 年 4月、上記庁舎の正面部分（本
件旧庁舎）を一部保存する方向で検討を進めるこ
とを決定したが、平成 27 年 8 月の町長選におい
て、本件旧庁舎を解体する方針を明言していたＹ
が当選した。
　平成 30 年 3 月、本件旧庁舎の解体関連費用に
係る補正予算が可決され、その後、町は事業者Ｂ
との間で本件旧庁舎の解体工事を内容とする請負
契約（本件請負契約）を締結した。
　そこで、Ａ町住民である原告らは、本件請負
契約が地方財政法 8条に違反するなど主張して、
Ｙを被告として、地方自治法 242 条の 2 第 1 項
1号に基づき、上記解体工事の執行の差止めと解
体工事に係る公金（工事代金）の支出の差止めを
求めて出訴した。本判決は、解体工事の執行の差
止めに関しては訴えを却下し、公金支出の差止め
については請求を棄却した。

判決の要旨

　１　解体工事の執行の差止めを求める訴えの
　　　適法性
　「地方自治法 242 条の 2第 1項 1号の規定によ

る住民訴訟は、地方財務行政の適正な運営を確保
することを目的とする民衆訴訟（行政事件訴訟法
5条）であって、特定個人の権利又は利益を保護
するものではないから、法所定の範囲内でのみ提
起できるものであるところ、同項に定める住民訴
訟は、その対象とされる事項を、普通地方公共団
体の執行機関又は職員が行う公金の支出、財産の
取得、管理若しくは処分、又は、契約の締結若し
くは履行若しくは債務その他の義務の負担との財
務会計行為に限定している。
　原告らは、地方自治法 242 条の 2 第 1 項 1 号
の規定に基づき、本件解体工事の差止めを求めて
いるが、本件解体工事は、本件請負契約に基づい
て工事業者が行う物理的破壊行為、すなわち、財
務会計行為に係る相手方が行う事実行為にすぎな
いから、同号が対象とする事項ではない。
　したがって、本件旧庁舎の解体工事の執行の差
止めを求める訴えは、住民訴訟の対象とならない
ものを対象としているから、不適法である」。

　２　公金支出の違法性に関する判断枠組み
　「支出負担行為と支出命令は互いに独立した財
務会計上の行為であるから、普通地方公共団体が
支出負担行為となる契約を締結して債務を負担を
した場合には、相手方に対する債務を解消するこ
とができる場合でない限り、支出命令により債務
の履行をしなければならない。
　そうすると、債務の履行として行う支出命令が
違法となるのは、①普通地方公共団体が締結した
支出負担行為たる契約が私法上無効であるとき、
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②支出負担行為たる契約が違法に締結され、さら
に、［1］普通地方公共団体が当該契約の取消権又
は解除権を有しているとき、又は、［2］当該契
約が著しく合理性を欠きそのためその締結に予算
執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存
し、かつ、当該普通地方公共団体が当該契約の相
手方に事実上の働きかけを真しに行えば相手方に
おいて当該契約の解消に応ずる蓋然性が大きかっ
たというような、客観的にみて当該普通地方公共
団体が当該契約を解消することができる特殊な事
情があるときに限られるものと解される（最高
裁平成……20 年 1月 18 日第二小法廷判決・民集
62 巻 1 号 1 頁、同裁判所平成……25 年 3 月 21
日第一小法廷判決・民集 67 巻 3 号 375 頁、同裁
判所平成……同 25 年 3月 28 日第一小法廷判決・
集民 243 号 241 頁参照）」。

　３　震災遺構に関する調査義務違反について
　「震災遺構とは、震災により損壊を被った構造
物、建築物又は自然物であって、現地における被
災の痕跡を残すことにより、鎮魂や震災による惨
禍の伝承の役割を果たし、自然災害に対する危機
意識や防災意識を醸成していく上で一定の意義を
有するものと理解される。
　震災遺構は上記意義を有するものではあるが、
この意義のまさに反面として、被災した地域住民
に対してその震災における悲惨な被災状況を思い
起こさせる物ともなり、中にはその存在によって
直接的又は間接的に精神的苦痛を与えられ続ける
住民がいることは容易に推察される。このことは、
その場で多数の人命が失われている震災遺構につ
いては、より強くあてはまる。そして、防災研究
に対する高度な学術的貢献性をも併有しているご
く例外的な場合を除けば、震災遺構は、通常、本
来的効用を喪失している物であって、それ自身だ
けに着目して価値を測ることができるものではな
く、これを社会がどのように受け止めるべきかに
よってその価値が左右されるものといえる。
　このような震災遺構の性質を踏まえれば、その
存廃は、単に当該震災遺構が有する防災、減災に
対する意義の有無、程度のみでこれを決すること
は相当とはいえず、関係者を含む地域住民の意向
を十分に尊重して決せられるべきものと解され
る。原告らの調査義務違反の主張は、この趣旨の

限度において採用することができる。」
　本件においては「住民の意向が十分に尊重され
た上で、本件旧庁舎は解体すべきとの住民意思が
顕されたものといえるのであり、本件旧庁舎を解
体すべきとの判断に基づき本件請負契約を締結し
た被告の行為について、裁量権の範囲の著しい逸
脱又は濫用があるということはでき」ない。また、
「まず住民意思が尊重されるべき震災遺構の存廃
の判断について、被告が更なる専門的見地からの
調査、検討をしなかったからといって、被告の判
断に著しい裁量権の逸脱又は濫用があるとはいい
得ない」。

判例の解説

　一　検討の対象
　本判決は、財務会計行為の差止めを求めるいわ
ゆる 1号請求訴訟に関するものである。本評釈
は、住民訴訟に固有の論点を中心に検討し（二、
三）、最後に調査義務に関する判示に簡単に触れ
る（四）。アスベスト対策に関する瑕疵や補正予
算の違法性も争点になっている（本判決はいずれ
も否定した）が、検討は省略する。

　二　解体工事の差止めについて
　本判決は、「本件解体工事は、……財務会計行
為に係る相手方が行う事実行為にすぎない」から、
1号請求訴訟の対象にならないとする。「事実行
為」たる財務会計行為もありうることから、この
判示の重点は「事実行為」という部分ではなく、
「財務会計行為に係る相手方」が行う行為、すな
わち、地方公共団体の執行機関又は職員でない者
が行う行為であるという部分に置かれていると解
される。
　確かに、原告の請求を「契約履行行為の差止
め」であると理解するならば、本判決の判断は妥
当である。一般化すれば、地方自治体と私人の間
で締結された契約が双務契約である場合、私人の
契約履行行為は、1号請求訴訟の対象とならない。
地方自治体の契約履行行為が差止めの対象となる
（もっとも、本件の場合は、「契約の履行」ではなく「公
金の支出」を差止対象と考えればよい。）。本判決と
同様に、契約の相手方私人の履行行為は 1号請
求訴訟の対象にならないという理由で不適法と判
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断したものとして、東京地判平 5・4・27（判時
1482 号 98 頁）（汚染土処理工事は、和解契約に基づ
く債務履行行為として事業者が施工するものであり、
地方自治体の執行機関又は職員の行為には当たらな
いと判断）や岡山地判平 12・10・11（判自 214 号
79 頁）（建設工事の施工主体は受注業者であるから、
当該工事の施工が地方自治体の執行機関又は職員の
財務会計上の行為に該当するとは認めがたいと判断）
などがある。
　もっとも、本件においては、旧庁舎の解体を端
的に「財産の処分」と把握することができるよう
に思われる。すなわち、「契約の履行」の差止め
ではなく「財産の処分」の差止めが請求されたも
のと理解できる。確かに実際に解体工事を行うの
は民間事業者であるが、それは「執行機関又は職
員」による「財産の処分」活動の一環として行わ
れているといえる。したがって、1号請求訴訟対
象性を認めることができるのではないか。
　裁判例においても、東京地判平 29・12・21（判
自 442 号 10 頁）は、区の庁舎及び公会堂の解体
の差止請求につき、「本件解体差止請求は、現庁
舎及び現公会堂の各建物の解体の差止めを求める
ものであるところ、これらの解体は、地方公共団
体が有する財産の財産的価値に着目してされる
『財産の処分』（地方自治法 242 条 1 項）として
住民訴訟の対象となると解される」と判示してい
る。学説においても、（公立小学校の）「旧校舎の
取り壊しは公行政作用ではなく財産管理作用であ
り、また、その価値を奪うものであるから、住民
訴訟の対象になるのは当然であろう」と説かれて
いる１）。
　仮に、大きな経済的価値を持ち、他者に売却す
れば多額の収入を得られるような財産であるにも
かかわらず、自治体がその解体を進めようとする
とき、実際に解体工事を行うのが民間事業者であ
るという理由で差止めを認めないというのは、住
民訴訟制度の趣旨に反するであろう。
　なお、「財産の処分」の差止めを認めるとしても、
それは、直接に民間事業者による解体工事を差し
止めるものではなく、被告に、解体工事の中止の
ための一定の行動を要求するものと考えられる。

　三　工事代金の支出の差止めについて
　本判決は、公金支出の違法性に関する判断枠組

みを示すに当たり、①最判平 20・1・18、②最判
平 25・3・21 及び③最判平 25・3・28 という 3
つの最高裁判決を挙げている。これらは、契約の
履行行為が住民訴訟の対象であり、その違法性の
判断に当たって契約の適法性・有効性が問われて
いる点で共通する。しかし、①及び②判決と、③
判決の間には大きな差異がある。
　すなわち、①及び②判決はいずれも 4号請求訴
訟に係るものである（ただし①判決は平成 14 年地
方自治法改正前のもの）。①判決は、本判決が挙げ
る判断枠組みを最初に示した最高裁判決であり、
契約が無効でない場合であっても、一定の場合に
は、契約履行行為が違法になると説いた点で注目
された。②判決も当該判断枠組みを踏襲した。
　これに対し、③判決は、1号請求訴訟と 4号請
求訴訟の両者に係るものであり、本判決が挙げる
ような一般的な違法判断基準は示していない。そ
れどころか、1号請求訴訟については、「契約に
基づく債務の履行として行われる公金の支出につ
いて……差止めを請求することができるのは、当
該契約が私法上無効である場合に限られる」と判
示した２）。したがって、本判決が③判決を挙げた
のは不可解といわざるを得ない。
　ところで、4号請求訴訟においては契約が無効
でない場合であっても契約履行行為が違法になる
余地があるが、1号請求訴訟においては契約が無
効である場合にのみ契約履行行為は違法であると
するのが最高裁の立場であるとすると、本判決が
1号請求訴訟である本件において①及び②判決の
示した違法判断基準を採用したのは、最高裁の立
場に反するということになる。
　学説においては、1号請求訴訟と 4号請求訴訟
とで最高裁の違法判断基準が異なる理由は、契約
の相手方の保護であるという推測が示されてい
る３）。すなわち、4号請求訴訟の場合は、それが
認容されたとしても、自治体は契約を履行してい
るのであるから、契約の相手方の利益は害されな
い。これに対して、1号請求訴訟の場合は、請求
が認容されたとすれば、契約の相手方はその履行
を受けられず、不測の損害を被ることになる。し
たがって、最高裁は、契約の相手方の保護を図る
ために、1号請求訴訟においては、契約が無効で
ある場合のみ契約履行行為の差止めを認めている
のではないかという推測である。
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　しかし、契約を履行すれば損害賠償責任が生じ
ることが予測できる場合に、当該契約履行行為を
予め差し止めることができないというのは、合理
的ではない。契約を解消できる可能性がある場合
は、一旦契約履行行為を差し止めたうえで、契約
解消のための措置をとることを求めるべきであろ
う。したがって、本判決が、上記①及び②判決の
示した違法判断基準を 1号請求訴訟において採
用したことは、支持できる４）。もっとも、契約が
有効である場合に、「契約の相手方に事実上の働
きかけを真しに行えば相手方において当該契約の
解消に応ずる蓋然性が大きい」と裁判所が判断し
たとしても、実際に相手方が契約解消に応じるか
は別問題である。相手方が契約の有効性を主張し
債務の履行を要求する場合、自治体としては応じ
ざるを得ない。
　なお、本件請負契約においては、「発注者は、
工事が完成するまでの間は、必要があるときは契
約を解除することができ」るという解除権条項が
置かれていた。したがって、仮に請負契約が違
法であると判断されていれば、「普通地方公共団
体が当該契約の取消権又は解除権を有していると
き」に該当し、工事代金の支出の差止めが認めら
れた可能性がある５）。ただし、「必要があるとき」
という文言の解釈をめぐって、町と相手方事業者
の間で争いが生じるかもしれないが、それは本件
訴訟とは別の問題と考えてよいであろう。

　四　震災遺構と調査義務
　震災遺構の保存義務を課す法令は存在しないた
め、ある震災遺構を保存すべきか否かは、行政の
裁量に委ねられる。しかし、震災遺構を解体する
か否かを判断する際には、その保存の必要性は、
当然に考慮すべき事項である。そして、適切な考
慮のためには一定の調査が必要であると考えられ
るため、特に調査義務を課す明文の規定が存在し
ない場合であっても、調査義務は認められるであ
ろう６）。問題は、調査義務の程度である。
　ここで、本判決は、地域住民の意向を尊重する
ことを行政に要求する一方、専門的見地からの調
査を尽くす義務までは課していない。すなわち、
「まず住民意思が尊重されるべき震災遺構の存廃
の判断について、被告が更なる専門的見地からの
調査、検討をしなかったからといって、被告の判

断に著しい裁量権の逸脱又は濫用があるとはいい
得ない」と判示している。ここでは、住民意思と
専門的調査が対置されている点が注目される。
　もっとも、住民意思と専門的調査の結果が異な
る場合、常に前者を優先すべきとはいえないであ
ろう。行政としては、専門的調査に基づく適切な
情報を住民に対して周知・説明することによって、
ある政策に反対する住民を納得させることが求め
られる場合もある。したがって、ここで尊重され
るべき住民意思とは、「必要な情報を適切に周知・
説明されたうえで形成された住民意思」でなけれ
ばならないと思われる。

●――注
１）芝池義一「住民訴訟の対象」佐藤幸治＝清永敬次（編）
『憲法裁判と行政訴訟（園部逸夫先生古稀記念）』（有斐閣、
1999 年）603 頁。

２）③判決は、最判昭 62・5・19 判時 1240 号 62 頁の示し
た判断基準に従うものである。この判決は、（ⅰ）随意
契約の制限に関する法令に違反して締結された契約が私
法上無効となる場合を限定するとともに、（ⅱ）「当該契
約が仮に随意契約の制限に関する法令に違反して締結さ
れた点において違法であるとしても、それが私法上当然
無効といえない場合には、普通地方公共団体は契約の相
手方に対して当該契約に基づく債務を履行すべき義務を
負うのであるから、右債務の履行として行われる行為自
体はこれを違法ということはできず」、このような場合
に住民が 1号請求訴訟によって「普通地方公共団体の執
行機関又は職員に対し右債務の履行として行われる行為
の差止めを請求することは、許されないものというべき
である」と判示した。

　　本判決は、上記昭和 62 年判決の（ⅰ）の部分を援用
しているが、（ⅱ）の判示については全く触れていない。

３）榊原洋平「住民訴訟における先行行為の違法と財務会
計行為の違法との関係の問題――判例法理の現在」法律
実務研究 31 号（2016 年）288～289 頁。

４）なお、（自治体による）履行行為の違法性が履行拒絶の
違法性を上回る場合には履行行為を差し止めうると説く
ものとして、野呂充「住民訴訟における違法性論の再検
討」曽和俊文ほか（編）『行政法理論の探究（芝池義一
先生古稀記念）』（有斐閣、2016 年）479 頁参照。

５）ここでの「解除権」は、法定解除権に限定されていな
いため、約定解除権も含むものと解される。

６）北村和生「行政の調査義務と裁判による統制」曽和ほか・
前掲注４）163 頁にいう「一般的な調査義務」に該当す
ると思われる。

島根県立大学教授　岩本浩史


