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固定資産税等課税免除措置取消請求事件
那覇市公 園使用料賦課徴収 を怠 る事 実 の違法確認
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本 準備 書 面 にお いて は ,被 告 らの主 張 を以 下 の とお り整 理 す る。

第1

1

平成 26年 (行 ウ)第

17号 事件 の訴 えに対す る本案前 の主張

上記第 17号 事件 の訴 えは,以 下 の とお りである。

人 に対 してな した本件施 設 の平成 26年 3月
仁)被 告那覇市が)参 カロ

28日 付

「本件設置許 可」 とい う。)カ ミ
,① 憲法 20条 ,

89条 の

け設置計可

(以 下

政教分離原則違反 ,又 は②都市公園法 4条 違反 によ り,違 法 であることを理
由とす る地方 自治法 242条 の 2第 1項 2号 に基づ く処分 の取消請求

12)本 件設置計 可が上記の とお り違 法 である こ とを理 由とす る,地 方 自治法 2

42条 の 2第 1項 3号 に基づ く,参 加人に対 して使用料相当損害金を微収す
ることを怠る事実 の違法確認請求
は)本 件設置許可が上記 の とお り違法であることを理 由とす る)地 方 自治法 2
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42条 の 2第 1項 4号 に基づ く請求を求 める請求

2

被告 らの主張
は)住 民監査請求 の対象 となる財産管理行為 は,普 通地方公共団体 の財産管理
行為 の全 てが財務会計上 の行為 として これ に該当するものではなく,そ れ ら
の行為 の うち当該財産 としての財産的価 ll■ に着 目し,そ の価値 の維持 =保 全
を図る財務的処理 を直接 の 目的 とす る財務会計上の財産管理行為 に限られ

,

非財産的な目的 のためにす る管理行為は,た とえそれが何 らかの形 でそ の財
産 の財産的価値 に影 響 を及 ぼす ことが あつて も′住民監査請求の対象 である
財 産 の管理には該当 しない と解 される。

12)公 園施設 の設置許可 は,都 市公 園法 5条 に基づ いてなされるものであると
{

ころ,都 市公 園法 は,都 市公 園 の設置及び管理に関する基準等を定 めて,都
市公 園 の健全な発達を図 り,も つ て公共 の福祉 の増進 に資す るこ とを 目的 と
する

(同 法 1条 )。

公園施設 の設置 に係 る許否 を決する行為や ,こ れを許可す るに当たつてい
かなる条件 の も とに許可す るかを決す る行為 は,当 該公園施設が公 園の効用
を全 うするもの として,上 記 の とお り都市公 園の健全な発 達を図 り,も って
公 共 の福祉 の増進 に資す るとい う都市公 園 の行政 目的を達成するためにす る
管理行為,す なわち非財産的な 目的 のための管理行為であって,当 該公園の
財 産的価値 に着 目 して,そ の財産的価値 の維持・保全 を図 る財務的処理を直
接 の 目的 とす る財務会計上の行為 には当た らない。
したがって,本 件設置許可 は,財 務会計 上の行為 には当た らず,地 方 自治
法 242条 の 2に 定 める住 民訴訟 の対象 となる行為 とはいえない。
侶)以 上の とお り,本 件設置許可 は,地 方 自治法 24｀ 2条 の 2に 定 める住民訴

訟 の対象 となる行為には当たらないか ら,本 件設置許可の取消しを求める訴
え,本 件設置許可が違法であることを根拠 とす る怠る事実の違法確認請求

,

並びに,本 件設置許可が違法であることを根拠 とする賠償請求及び不当利得
返還請求を求 める各訴 えのいずれ も不適法 であるから,本 件訴 えはいずれも
去,下 され るべ きで あ る。
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13号 事件 の訴えに対す る本案 前 の主張

上記第 13号 事件 の訴えは,以 下 のとお りで ある。
に)本 件設置詐可及 び使用料免除 が憲法 20条 ,

89条 の政教分離原則に違反

す るこ とを理由 とす る,地 方 自治法 242条 の 2第 1項 3号 に基 づ く,参 カロ
人に対 して使用料相当損害金 を徴収す る こ とを怠る事実 の違法確認請 求

12)本 件設置許可及 び使用料免除が上記 の とお り違法 で あることを理由とする

)

地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号 に基 づ く請求を求 める請求

2

原告は,上 記 第 13号 事件 に係 る住民監査請求 を平成 27年 4月

24日 付け

で行 い,那 覇市監査委員 は,同 年 6月 5日 付 けで上記請求を却下 し (甲
原告 は,同 月 15日

3

25),

,上 記第 13号 事件 の訴 えを提起 した。

被告 らの主張
ほ)普 通地方公共団体 の長そ の他 の財務会計職員 の財務会計 上の行為 が違法、
無効 である こ とに基 づいて発生す る実体法上の請求権 の不行使 をもつ て財
産 の管理 を怠 る事実 とする住民監査請求については、右財務会計上の行為の
あつ た 日又 は終 わつた 日を基準 として地方 自治法 242条 2項 の規定を適
用すべ きである (最 高裁判所 昭和 62年 2月
巻 l号

20日 第二小 法廷判決民集 41

122頁 )。

12)原 告 の本件訴 えは,被 告那覇市長が参カロ人 に対 して平成 26年 3月 28日
付けで本件設置許 可をし,そ の際使用料 を全額免除 とした ことをもって,憲
法 の政教分離原貝Uに 違反 し違法 で ある として,こ れ ら行為が違法 で あること
に基づいて発 生 す る実体上 の請 求権 の不行使 をもつて財産 の管理 を怠る事
実 とす るもので あ り,前 記に)の 最 高裁判例 の判 旨の とお り,当 該怠る事実に
係 る住民監査請求 については,上 記行為 の あつた 日又は終わつた 日を基準 と
して地方 自治法

242条 2項 の規定を適 用すべ きである。

したが って,本 件設置許 可のなされた平成 26年 3月
過 してな された原告 の平成 27年 4月

28日 か ら 1年 を経

24日 付け住民監査請求は,地 方自治

法 242条 2項 の監 査請求期間 を経過 してなされた もので あって不適法で
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あ り,原 告 の本件 訴 えは,適 法 な監査請求を経 ていないか ら不適法であ り
,

却下 され るべ きで ある。
博)以 上 の とお り,上 記第 13号 事件に係 る各訴えは,い ずれも,適 法な監査
請求を経 ていないか ら不適法 により却下 されるべ きで ある。

第 3 被告 らの主張

1

本件設置許可が憲法 に違反 しないこ と

原告は,本 件設 置許可 は,那 覇市 による参加人 による宗教的活動 に対する援

助 に当た り,憲 法 20条 ,

89条 に違反す ると主張す るが,以 下 の とお り,本

件設置許 可は,憲 法 の定 める政教分離原則 に違反す るものではない。

2

本件設置詐可がなされ るに至 つた経緯
本件施設につい て設置許可がなされ るに至 つた経緯 は,被 告準備書面 1の 第

3に も述べ たよ うに,以 下 の とお りである。

(1)松 山公 園の所在 す る那覇市久米地区は, 14世 紀に現在 の中国福建省及び
その周辺地域 か ら琉球 へ波来 した者が居住 した地区である。
上記渡来者 は航海 ・造船等 の技術 を持 ち,通 訳や交易を担い,琉 球王国の
繁栄 を支 えた職能集 団で あ り,久 米上十 六姓 と呼ばれ ,ま た′そ の居住地域
で ある久米村 は 「クニ ンダ」 と呼ばれた

(乙

4).

久米二十六姓 と呼ばれ る住 民 らは′久米村 に子L子 廟や明倫堂を建てた。明
倫堂は,琉 球にお ける最初 の公立学校 とされてい る。

12)上 記孔子廟及び明倫堂は,第 2次 世界大戦の戦災 により焼失 し,戦 後,跡
地 の大部分が道路用地 とされ ,久 米 の当初 の地において再建 されないまま

,

人 が那覇市若狭地区内の同法人の所有 地に子L子 廟 を再建 していた。
参カロ
鰺)久 米地 区を含む那覇西地域 には,上 記 の他 にも,天 妃富 など,琉 球王国時
代か ら航海 の安全を祈願 し,琉 球王国の交易 と密接な関連を有する施設が存
在 し,ま た】松山公 園には,琉 球王国以来 の沖縄 と中国福建省 との友好を示

す もの として,中 国式庭国の福州園が設置 されている

(乙

4)。

に)那 覇市は,平 成 11年 4月 に策定 した那覇市都市計画マスタープラン

(乙

1)に おいて各地域 のまちづ くりの方針等 を策定 しているところ,松 山公園

