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は じめに

「行政裁量」 に対す る司法審査 については、平成 18年 以降の最高裁判
決が 「判断過程審査」を相次 いで用 いた ことで、裁量 審査 の密度 の深化
が学説 において も好意的 に受 け止め られて い る傾 向にある

1。

一方で、裁量審査 の手法 が 「判断過程統制」 に集約 していないのも事
実 であ り

2、

裁量審査 はその局面毎 に変容す る。その代表例 として住民訴

訟が挙 げられ る。
但 し、 住民訴訟 にお ける裁量審査 を個別 に分析す る ことは、筆者 の能
力を超 える作業であ り、本稿 においては、最近 の裁判例 が政策的判断 (政
策的裁量 )等 の審査 において行政判断 を尊重す る際に民事法 の発想 が用
い られ ている側面 を検討 してみ る。

最初 に、民法 の 108条 (双 方代理 の禁止)及 び116条 (無 権代理 の追認)
1平 成 18年 以降の裁量審査 について は、橋本博 之『 行政判例 と仕組 み解釈』 (2009年 )

165‑172頁 、深澤龍一郎 「裁量統制 の法理 の展開」法律時報 82巻 8号 (2010年 )35‑
37頁 、山本隆司 「行政裁量 (1)〜 (5)」 法学教室 359号 104頁 以下、360号 109頁 以下、
361号 96頁 以下、362号 106頁 以下、363号 91頁 以下 (い ずれ も 2010年 )。
2そ の代表例 として、前掲橋本 ・深澤両論文 が従来型 の裁量審査 の事例 として指摘す
る、最判平成 18年 9月 14日
げ られ る。

(判 時 1951号

―‑

39頁 ―弁護士会 による懲戒処分 の事例 )が 挙
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の類推適用 に関す る重要判決 として、最判平成 16年 7月 13日 (民 集 58巻

5号 1368頁 )に ついて検討す る。
平成 16年 最判 については、民法 の視点 だ けでな く会社法 の視点をも合
め利益相反行為 につ いて分析 がな されてお り

3、

思考 としては、双方代理

(利 益 相反)の 追認が 自治体 の免責 の方向 に作用 している。平成 16年 最

判 では、藤 田宙靖裁判官が、国・地方公共団体 と 「独立 の法主体」 との
組織法・ 財政 上の関係 とその規律 の あ り方 に関 して、「組織法上 の実態 に
即 した、何 らかの行政法理 が考察 され る可能性」 につ いて示唆 してお り、
民法 の規定 の類推適用 がそ もそ も妥 当で あ つた のか とい う問題 も残 る

4。

また、平成 16年 最判 と類似 の発想 がな されて い ると思われる最高裁判
例 につい ても併 せて検討す る。

次 に、裁量審査 に関 して、地 方 自治法 232条 の2に 基づ く補助 金交付 に
関す る裁量審査 の問題 の 中で も民事法 の類推 によ りその審査がな され て
い る事例 を検討する。
補助金 交付 に関す る司法審査 は補助 金 の交付先 ご とに類型化がな され
ているが

5、

本稿 ではいわゆる第ニセ クター に対す る補助金交付 につい て

検討する。特 に、 この分野 においては、会社法 にお ける 経営判断原則"
に親和的な見解 が実務家 か ら出されてお り

6、

3旧 商法 265条

最判平成 17年 10月 28日

(民

(現 会社法 356条 )も 踏まえた分析 として、山本隆司 「行政組織 一地方
公共 団体 と関連団体 の双方代理」法学教室 341号 67頁 以下、高橋滋 「判批」 自治研究
81巻 11号 140頁 以下、前 田雅子 「判批」法 と政治 55巻 3号 217頁 以下、垣見隆禎 「判
批」判例評論 560号 28頁 以下がある。
4こ の問題 については、後述す るよ うに、財 団 と市 との間 の 「準委任的な関係」 の側
面 か ら、民法 108条 の類推適用 に否定的な見解 もある。稲葉 一将 「判批」
『平成 16年 重
要判例解説 』50頁 参照 。
5室 井力 =兼 子仁編『基本法 コンメンタール・地方 自治法 (第 4版 )』 (2001年 )257‑
259頁 (田 村和之)、 碓井光明『住民訴訟 と自治体財務 (改 訂版)』 (2002年 )189‑208
頁、近藤哲雄『 自治体法 (第 一 次改訂版 )』 (2008年 )167‑172頁 等参照。
6中 島肇 =伴 義聖 =大 塚康男 「鼎談・ 住民訴訟 をめ ぐって」判 自300号 18頁 の 中島肇
氏 の発言 を参照。また、同趣 旨の見解 として、奥宮京子 「住民監査請求 (第 4回 )」 判
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集 59巻 8号 2296頁 )の 調査 官解 説 において も言及 され てい る

7。

この よ う

な ア プ ロー チ は 民 事法 上 (会 社 法 上 )の 思考 を持 ち込 む こ とに よ り、政
策判断 にお け る裁 量 を広 範 な も の とす る方 向 に作用 す る もの では な いか
と考 え られ 、 類 似 の 最 高裁 判決 も踏 ま えな が ら検 討 して み る。

自314号 102頁 を参照。

7『 ジ ュ リス ト増刊 最高裁 時 の判例 V』 91頁
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I

民事 法の適 用 に 関す る判例 の 検討

―

最 判平成 16年 7月 13日 を 中心 として 一

1.原 審 にお ける民法 108条 、 116条 類推 適用
(1)は じめに、最判平成 16年 7月 13日

(民 集 58巻 5号

1368頁 一以下、

①判決 とす る)を 検討するに当た り、原審の分析からはじめることにし
たい。
①判決は、第 1審 で ある名古屋地判平成 8年 12月 25日 (判 時 1612号 40
頁)に おいて、民法 108条 が類推適用 され てお り

8、

原審 の名古屋高判平

成 11年 11月 27日 (判 自200号 23頁 )に お いて民法 108条 、 116条 が類推
適用 されてい る。
特 に、平成 16年 最判 の意義や藤 田裁判官 の補足意見 を検討す るに当た
っては、原審 にお け る論理 構成 を再度分析 してみ る必要があろ う。
①判決 の評釈 において、広 く利害関係

(利 益相反)の 観点 か ら分析 さ

れている背景 には、原審で ある名古屋高判平成 11年 11月 27日 の影響 があ
ると考 えられ る。穿 つた見方 を先 に示せば、最高裁 は原審 のア プ ローチ
を不明確 なもの とし、そ の箇所 を削除 してい る ともい える。

(2)原 審 の 108条 の適用 に関す る言及 は以下 の とお りである。
「地方公共団体 の長 は、 当該地方公共団体 の財産 の管理処 分 に関 しては、
当該地方 公 共団体 の利益、ひいては住民 の利益 のために、忠実 にこれ を
行 う義務 を負 うと解 され る。そ して長 が地 方公共 団体 を代表 してす る随
意契約 に 当た り、 同時 に、 契約 の相手方 をも代表 してその利益 を図る立
場 に立つ こと (双 方代理 )は 、相手方 の利益 を図る結果、地方 公共団体
の利益 を損な う危険 があるか ら、右 の義務 に違反 す るもので あ つて、民
8山 本隆司教授 は、第 1審 の評釈 において、民法 108条 の類推 適用 に否定的な考え方 を
示 していた。 山本 隆司 「判批」 自治研究 74巻 4号 107頁 。
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法 108条 (あ るい は同法 57条 )の 類 推適用 に よ り、 そ の 契約 の効 力 は 直
ち には地 方公共 団体 に帰 属 しない 」
原審 は、 以上 の よ うに述 べ た上で 、事実 関係 9か ら財 団法人 と名古屋市 の
関係 を 「相反す る関係」 とし、 民法 116条 の類推適用 の 問題 に移 つてい る。
「地方公 共 団体 の長 に よる利益 相反行為 につ き、民法 108条 (あ るいは 同
条 57条 )類 推 適用 に よ り、 そ の効 果 力さ
本人 で あ る地 方公 共 団体 に帰 属 し

ない としても、本人三ある地方公共団体がその行為を追認した場合には、
民法 116条 の類推適用により、その意思に沿って本人に法律効果が帰属す
るもの と解すべきである

(傍 線部 一高橋、以下同じ)。

」

次 に、被控訴 人 (住 民側 )に よる地 方 自治法 142条 に基 づ き、利益 相反
行為 の追 認 の余地 がな い との主張 につ いて 、「追 認す るか 否 か の選択権 を
本 人 で あ る地 方 公 共 団体 に与 えない 点 で、 か え っ て 地 方 公 共 団体 の利益
を損 な うお それ が あ る解 釈 とい うべ き」 で あ る と述 べ る。 そ の上 で、

「右類推適用 によ り追認 を認 める場合、追認すべ き機 関 は、 団体 とそ の
執行機関 との間 にお ける利益 相反行為 につ き、類似 の 関係 に関す る商法
265条

)等 を考慮 すれ ば、右 は議会 であると解 される。 す

(当 時 一高橋注

なわち、議会 は住民 の代表機関であると共 に、地方公共団体 の意思決定
として基 本的、重要 なもの を掌握 してい る とい う意味で最高意思決定機
関 と認 め られ る。」 と述べ 、 〈
議会 による追 認 )に よる法的効果 の帰属 を
補強 してい る。

(3)次 に原 審 の判断 は、契約締結 にお ける裁量権 の逸脱 ・濫用 の審査 に
移 る。
契約締結 における長の裁量権 を前提 とした上でЮ、「右裁量権 は法令 の
9事 実関係 の詳細は各評釈を参照。被告である当時の

名古屋市長は、同時に財団法人
世界デザイン博覧会協会 の会長 で もあった。
Ю ①判決及び原審の
分析 として、薄井一成 「判批」自治総研 314号 48頁 以下。なお、
随意契約にお ける裁量の問題に関しては、最判昭和62年 3月 20日 (民 集 41巻 2号 189
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規制 に従 って行使 され るべ きは当然であるところ、地方財政法4条 1項 で
は、地方公共団体 の経費 は、その 目的 を達成す るため必要 かつ 最少 の限
度 を こえて支出 してはな らない 旨規定 してお り、物品購入契約 は必 然的
に代金 の支出 を伴 うもので あるか ら、右 の裁量権 も右規定 によ り制約 を
受 けるもの と解 され る。 [原 文改行]そ して、地 方公共団体 の長が、法律
上随意 契約 が許 され る場合 に、 当該地方公共 団体 の施策 の ため必要 な物
的基礎 を確保す る目的で、購入 の際の諸事情 か らみて不適正 とはいえな
い価格 で物品 を購入す ることは、何 ら違法ではないが、右 の 目的 とは異
なる 目的 で物品を購入 した り、 当該地方公 共団体 にとつて必 要 でない物
品 を購入 した り、本来無償 で取得 し うる物 を有償で取得 し、 あるいは、
適正価格 を大 き く超 える価格 で購入す る こ とは、裁量権 の逸脱・ 濫用 で
あ って、違法である」 との一般論 nを 述べ る。
その上で、本件各契約は、「デザイン博が赤字 となる こ とを回避す ると
い う目的 で」締結 された ものである とし、地方公 共団体 の長 の裁量権 の
範 囲内 にある行為 とは解 されない と断 じた。

2.① 判決の ロジックその 1(双 方代理・追認)
(1)民 法 108条 、116条 の類推適用に関しては、前述のように原審の判旨
から利益相反 に関す る民法 57条 、商法 265条 へ の言及を削除 した形で類
推適用を認める判断をしている。即ち、「普通地方公共団体の長が当該普
通地方公共団体を代表 して行 う契約締結行為であっても、長が相手方を
代表又は代理することにより、私人間における双方代理行為等による契

頁 )が あるが、原審 において言及 はない。
・ 地方財政法 4条 1項 ない し地 方 自治法 2条 14項 を踏 まえ、行政法 の一般原則 としての
「効率 性 (の )原 則」が挙げられる ことがある。宇賀克也『行政法概説 I(第 4版 )』 (ηll
年 )59‑60頁 、大橋洋 一『行政法 I』 (2009年 )50頁 、櫻井敬子 =橋 本博之『行政法
(第 2版 )』 (2009年 )28頁 。また、 これ らを踏ま えた原審の分 析 として、薄井・ 前掲
評釈 54‑55頁
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約 と同様 に、 当該普通地方公共団体 の利害 が害 され るおそれがある」 と
述べ た後、民法 57条 、商法 265条 に関する言及無 しに民法 108条 、116条
の類推適用 に関す る言及へ と移行 している。
「普通地方公共団体 の長 が 当該普通地方 公 共団体 を代表 して行 う契約 の
締結 には、民法 108条 が類推適用 され ると解す るのが相 当で ある。・・・
普通地方公共団体 の長 が 当該普通地方公共団体 を代表す るとともに相手
方を代理ない し代表 して契約 を締結 した場合 で あ って も同法 116条 が類推
適用 され、議会 が長 による上記双方代理 を追認 した ときには、同条 の類
推適用 によ り、議会 の意思 に沿 って本人 で ある普通地方公共 団体 に法的
効果 が帰属す るもの と解す るのが相当である。」 と述べ 、見解 の対立 の あ
つた議会 による長 の双方代理行為 の追認 について肯定説 を採 る こ とを明
らか にした ので ある

12。

一 方 で、議会 の追認権 の根拠 については、原審 の ロジ ックを一部肖J除
する ことにより必ず しも明 らかにされていないЮ。議会 の追認権 について、
否定説が論拠 として きた地方 自治法 96条 1項 による議決事項 の制限列挙
につ いて も触れ られていない‖。 ここも重要な論点であるが、本稿 では原
審で言及 された利益相反 に関す る民法 57条 ・ 商法 265条 (い ずれ も当時)
を最高裁判決が敢 えて触れて い ない点 に焦 点 を絞 りたい。

(2)当 時 の民法 57条 は、法人 と理事 との利益相反 につ いて規定 し、商法
265条 は、取締役 と会社 との利益相反 について規定 していた。現行法では、
一般法人及び一般社 団法人 に関す る法律 84条 (理 事会設置 一般社団法 人

2林 俊之

。法曹時報 59巻 1号 184頁 。
螂 稲葉 。前掲注 (4)50頁 。
肯定説 ・否定説 につ いて は、前 田・ 前掲注 (3)223頁 ‑225頁 、林 。前掲 注 (12)
183‑184頁 参照。なお、林 。前掲論文 191頁 註 (10)は 、地方 自治法 96条 1項 が必要
的議決事項 を定めた もの としつつ 、「それ以外 に議会 が議決 をな し得 な い とい うわ けで
はな く、議 決 した場合、正規 の議決 として効力が生 じる」 と述べ てい る。
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においては 92条 )、 会社法 356条 (取 締役会設置会社 においては365条 )
によつて規律 されてい る5・

原審が、普通地方公共団体における (長 と

6。

議会 との関係〉 を、私法人 にお け る 〈
理 事会 (社 員総会)と 理事〉、 〈
取
締役会 (株 主 総会 )と 取締役 )の 関係 の アナ ロジーで捉えた ことには、
理 論的 に不十分だ った との指摘 が あ り得 よ うr。 最高裁が、民法 108条 、
116条 の類推適用 に限 つて言及 した背景 として、次 の藤 田宙靖裁判官 の補
足意見が参考 になる。

「国・地方公共団体 を問わず、一般 に行政主体 は、 その政策を実施す
るに当た り、 自ら これ を行 うので はな く、独立 の法人格 を持 った別 の法
主体を創設 して、 これ を行わせ ることが しば しばあるが、その場合、両
者間 の組織 上 ・財政上 の関係 には、極 めて密な ものか らかな り希薄 なも
の まで、様 々のケ ースがあ り、そ の利益相反関係 を、一律 に、例 えば、
私法 上の親会社 と子会社 との相互関係 の アナ ロジーで考えてよい か、 間
題 となるよ うなケ ースも少な くない」

「法人格を異にする限り両者は法的に同二であるとはいえず、その限
りで相互間には『距離』が存在し、また、この『距離』をキープするた
めの何 らかの法的手法が考えられなければならないが、
・・・あらゆる法
人につ き、民法の『双方代理』の法理をもって一律 に対処するのが果た
馬

内田貴『民法 I(第 4版 )』 12008年 )255頁 、弥永真生『 リーガルマイ ン ド会社法 (第
(2007年 )203‑206頁 。
Ю 当時 の規定 は以下の
とお りで ある。民法 57条 法人 卜理 事 トノ利益相反スル 事項 ニ
付テハ理 事 ハ 代理 権 ヲ有セス此場合 二於テ ハ 前条 ノ規定 二依 リテ特別代理人 ヲ選 任 ス
ル コ トヲ要ス
商法 265条 1項 取締役ガ会社 ノ製品其 ノ他 ノ財産 ヲ譲受ケ会社 二対 シ 自己ノ製品其 ノ
他 ノ財産 ヲ譲渡 シ会社 ヨ リ金銭 ノ貸付 ヲ受ケ其 ノ他 自己又ハ 第 二 者 ノ為 二会社 卜取 引
ヲ為スニハ取締役 ノ承 認 ヲ受 クル コ トヲ要ス会社ガ取締役 ノ債務 ヲ保証 シ其 ノ他取締
役以外 ノ者 トノ間二於 イテ会社 卜取締役 トノ利益相反 スル取 弓￨ヲ 為 ス トキ亦同ジ
r前 田・前掲注 (3)224頁 は両者 の関係 の組織構造 の相違 を指摘す る。垣 見 。前掲注
1l llF)』

(3)208頁 も同趣 旨か。
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して妥当か どうか につい ては、必 ず しも問題がな い とはいえな いのであ
る。・・・上記 の意味 での『 距離』を確保するために、民法 108条 に直接基
づ くもので はな く、 それ に代わ るもの として、 この よ うな組織上 の実態
に即 した、何 らか の行政法理 が考察 され る可能性 はあ り得ないではない」
この藤 田裁判官 の補足意見は、次 に触れ る財 団法人 と市 とを二体的 に
解釈す る最高裁の判 旨の解釈 において も参考 にされ るが、最高裁 は、民
法 57条 、商法 265条 にも言及す る原 審 の アプ ローチ では、同様 に地方 自
治体 と第 ニセ クター との関係が問題 となるよ うな事案 に対 して、民事法
の アナ ロジーで解決す ることの難点を回避 した と考 えられ る。
実際 に、民法 116条 による議会 の追認 に関 して、両者 とも住民 によ り直
接選挙 される普通地方公共団体 の長 と議会 との関係 を、「議会 のみを単純
に最高意思決定機関である とい うこ とはできない」 とす る林調査官 の指
摘 があるB。

(3)一 方 で、藤 田裁判官 の補足意見 における 「私法 上の親会社 と子会社
の相互関係 の アナ ロジー」 に関連 して、会社法 の規定 に踏み込んだ分析
もなされている。旧商法 265条 (会 社法 356条 ―取締役会設置会社 に関 し
て 365条 )に 関す る、 高橋滋教授や 山本教授 の分析が これ に当たるЮ。
専門外 の筆者 に分析力はないが、 〈
住民〉 の立場 が出てこない以上、 (2)
で触れ た よ うに、原審 の (取 締役会 (株 主総会 )と 取締役 )と の アナ ロ
ジーヘ の踏み込み はやや無理があ った とい える。取締役 による全株式保
有

(最 判昭和 45年 8月

20日 ・民集 24巻 9号 1305頁 )も し くは株主同意 (最

判昭和 49年 9月 26日 ・民集 28巻 6号 1306頁 )に 関す る先行判例 を踏まえ
て も、 この アナ ロジーの枠組み に 〈
住民)が 入 つて こない 限 り、原審 の
判断・ 引用 には飛躍 がある

(同 様 のこ とは

理事会 (社 員総会 )と 理事〉
〈

18林 ・
前掲注 (12)184頁 。
Ю
高橋 。前掲注 (3)147‑149頁 、山本 。前掲注 (3)74頁 。

―‑
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の 関係 にも当て はま る)。 従 つて 、議会 による迫 認 に関 して肯定説 を採 り
つつ も、最高裁判決 は肯定 説 の根拠 とな りうる商法 265条 (当 時 )等 へ の
言 及 を控 えた も の と考 え られ る:

3.① 判決 の ロジックその 2(準 委任関係

)

(1)民 法 108条 、116条 の類推適用 に言及 した後、最高裁判決 は市 と財 団
法人 との関係 を 「準委任的な関係」 としつつ、契約締 結 につい て裁量権
の逸脱 ・濫用 があった とす る原審 の判断 を差戻 している。
即ち 「上記事実関係 に基づ いて考えると、デザイ ン博 は市 の事業 として
行われたのであつて、市は、第 1審 被告協会 に市の基本的な計画 の下でデザ
イ ン博 の具体的な準備及び開催をゆだねた もの と解す ることも可能であ り、
両者 の間 には実質的 にみて準委任的な関係 が存 したもの と解する余地 があ
る。そ うであるとすれ ば、市が、第 1審被告協会 に対 し、同協会がデザイ ン
博準備及び開催運営 のために支出 した費用 の うち、市 が同協会 にゆだねた
範囲の事務を処理 す るために必要なものであって基本財産 と入場料収入等
だ けでは賄 い きれない もの を補 てんする ことは、不合理ではな く、市 にそ
の法的義務 が存在するもの と解す る余地 も否定す ることができない。そ し
て、上記 の点 は、本件各契約 の締結 に裁量権 の逸脱、濫用があ つたか否か
を判断する上で、重要な考慮要素 になると うべ きである」 と述べ、市 と財
団法人 の関係、デザイ ン博 に関 して支出され た費用 の内訳等を検討 しな け
れば、契約締結 にお ける裁量権 の逸脱 ・濫用 について判断できない とした。
ここでは、「準委任的な関係」 力｀
重要 な意味を持 って くる。即ち、市 と
財団法人 との 関係が、準委任 と構成 され ることによ り、財団法人側 が市
に対 して民法 650条 1項 に基づ く費用償還請求が できることになる
実
2が
際 に最高裁判決 は、「市 にそ の法的義務
存在す るもの と解す る余地 も
20。

20石 井昇 「
判批」法学教 室 295号 171頁 、前 田 。前掲注 (3)230頁 等 を参照。
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否定す ることができな い」 と述 べ てお り、契約締結 にお ける裁量権 の逸
脱 ・ 濫用 を認 めた原 審 と異な つた構成 がな されて い る。

(2)こ の 「準委任的」構成は、財 団法人 の独立性 を曖昧化 させる。 藤 田
裁判官 の補足意見が、財団法人 の市 との関係 につ き、「他方 では、市 の市
制百周年記念事業 としてのデザイン博 を実施 す るもので あ り、市 の行政
目的 の一翼 を担 ってい て、 そ の役員 も市長 ・助役 。収入役等 が就任 して
い る、 とい う点 で両者 は極 めて密接な関係 にある。」 と述 べ ている点 も踏
まえると、地方財政法 4条 1項 、地方 自治法 2条 14項 等 の契約統制法理 の
適用 も曖昧にな らぎるをえない。 契約締結 の裁量 の逸脱 ・濫用 に関 して
は、最高裁判決は、民事法理を巧み に適用 しなが ら、極 めて 〈
現実的な〉
回答 を導いた ともい えよ う。
但 し、藤 田裁判官 の補足意見は、上記引用部分 に続 いて、「
『距離』を
キープす るための何 らかの法的手法」ない し、「民法 108条 に直接基づ く
のではな く、それ に代わ る もの として、 この よ うな組織上 の実態 に即 し
た、何 らか の行政法理」 の必要性 を説 いてい る

22。

4.民 事法理 に よる処理 ―最近 の動向
(1)① 判決 に対 しては、「市 の事業 としての位置づ け、準委任関係 の成 立
朗 この 「
法的義務」 につ き、林 。前掲注 (12)192頁 註 (13)は 、「本文 の よ うな義務
が認 め られ る場合 には、契約締結 に関す る裁量 権 の範囲は よ り広範 な もの にな ろ う。」
と述 べ てい る。
22ド ッ
ィ 行政法理論 を挙 げるもの として、山本 ・前掲注 (8)評 釈 (=① 事件 の第 1審
評釈)、 薄井 。前掲注 (10)評 釈がある。 ドイッ行政法 (特 に ドイツ行政組織法 )か ら
の アプ ロー チ としては、 他 に、前述 の社 団法人や株 式会社 の 分析 を踏 まえた 「機 関
Organ"」 概念 の分析 があ り得 よ うか。
筆者 は ドイッ法を専門 とは していないが、行政組織法では現在 も中核的概念である。
Erichesen u.Ehlers,Allegelneinesヽ rerwaltungsrecht,14.Aufl.,2010,SS.287‑288 ;

Maurer,Allegemeines V∝ waltungsrecht,17.Au■ .,2009,SS.526‑"0。 なお、Maurer,
a.a.0.,S.527は 、私法における Organ概 念 として、株式会社 (Akticngesellschaft)の
機関 につ いて言及 してい る。
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が、他事例 において も一般化 で きる説示がない まま肯定 されて い る23」 と指
摘 され てい る よ うに、 後続す る最高裁判決 において 引用 され てい る事例 は
ない。 Ⅱにおいて検討す る最判平成 17年 10月 28日 にお け る滝 井裁判官 の反
対意見 において民法 108条 、 116条 の法意 の類推 が指摘 され てい るに留ま る。
そ の一 方 で、 そ の後 の最高裁判決 において も民事法理 な い し団体 法理

24

に よ り事 案 の解 決 を図 ってい る事例 が 見受 け られ る。 住民訴 訟 にお け る
違法性 の承 継 に関 して注 目 され た最 判平成 20年 1月 18日 (民 集 61巻 1号
1頁 )25の 差戻 し後 上告審 で ある最判平成 21年 12月 17日 (判 時 2067号 18頁 一

以下②判決とする)は 、次のような構成で「特殊な事情」の存在を否定
している。

まず、本件公社

(一

公有地の
土地開発公社 の ことで ある一高橋注)力 ｀

拡大 の推進 に関す る法律 に基 づ き設立 され た 「公共性 の高 い法人」であ
るとオ
旨摘 した上で、「仮 に本件委託契約 を解消 して本件公社 が本件土地 を
引き受 ける こ ととした場合 には、 本件公社 がその取得金額 と時価 との差
額 を損害 として被 る こ ととなるので あるか ら、上告人

(一

当時 の宮津市

23前 田 。前掲注 (3)230頁 。
21な お、「
団体法」 とい う用語 は、労働組合法を中心 とした労使関係法 を指す こ とが 多
いが (佐 藤幸治 ほか『法律学用語辞典』1057頁 参照)、 本稿 では、社団、組合、会社等
を念頭 においてい る。
25平 20年
成
最判 は、普通地方公共団体 が、土地 開発 公社 との 間で締結 した土地 の先行
取得 の委託契約 に基 づ く義務 の履行 として当該土地 開発 公社 が取得 した 当該土地 を買
い取 る売 買契約 を締結す る場合 にあ つて も、上記委託契約 を締結 した普通地方公 共団
体 の判断 に裁量権 の著 しい逸 脱又 は濫用 があ り、 上記委託契約 を無効 としな けれ ば地
方 自治法 2条 14項 、地方財政法 4条 1項 の趣 旨を没却す る結 果 となる特段 の事情が認め
られ るな ど上 記 、委託契約が私法上無効 で ある ときや、上記委託契約が私法上無効 で
ない ものの、 これが違法 に締結 された もので あ つて、 当該普通地方公共 団体がそ の取
消権又 は解除権 を有 してい る場合や 、委託契約が合理性 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 、客観的 にみ て 当該普通
地方公共団体が 当該委託契約 を解消す ることができる特殊の事情 がある場合 であるに
もかかわ らず、 当該普通地方公共 団体 の契約締結権者 が これ らの事情 を考慮す る こ と
な く漫然 と上記売買契約 を締結 した ときは、当該 売買契約 の締結 は違法 になる とした。
『 ジュ リス ト増刊 最高裁時 の判例Ⅵ 』 (2010)67頁 (内 野俊夫 )。
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長 一高橋注)力 ｀
本件公社 の理 事長 として本件委託契約解消 の 申入れ に応
ず ることは、本件公社 との関係 では職務 上の義務違反 が問われ かねない
行為 で ある」 と指摘する。
次 に、公社 の基本財産へ の出資割合 に着 目 し、「市は、本件公社 の設立
団体 の一つ にす ぎず、出資割合 も基本財産 の 14%を 占めるに とどま り、
また、本件公社 の運営上の重要 事項 は理 事会 が議決す るもの とされてい
るので あるか ら、上告人が本件公社 の理 事長 として上 記解消 につ き他 の
設立団体や理事 の 同意 を取 り付 けることは一層 の困難 が予想 され る」 と
述べ、「本件 において、客観的 にみて市が本件委託契約 を解 消す る こ とが
で きる特 殊な事情 があ った とはい えない」 と結論付 けた。

最高裁は、上告人と土地開発公社との関係を、理事長としての立場

(こ

れは前述の法人や株式会社における理事や取締役の考え方に類似しよう)
と出資割合

(団 体の意思決定の側面)の 双方から検討 し、「特殊な事情」

を否定するに至つた。

(2)同 じく民事的発想

(充 当合意一民法488条 以下)を 持ち込んでいる

のが、最判平成22年 3月 25日

(判 時2081号

3頁 ―以下、③判決 とする)

である。
③判決は、市長らに対して、大阪府市町村職員互助会 に対する補給金
支出が違法であるとして、不当利得返還請求をすべきことを求めた住民
訴訟である。
控訴審継続 中 に、互助会 と市 との間にな された充当合意 の効力が争わ
れたが、控訴審判決

(大 阪高判平成 20年 10月

30日 ・ 判例集未登載)は 本

件充当合意 の効力を否定 した。 しか しなが ら、最高裁は、「弁済 が事実行
為であ って も、 これ によって生 じた法律上 の効果 を当事者双方 の合意 に
よ り排除す る こ とは何 ら妨 げな く、 しか も、弁済 の 目的物 を合意 の上弁
済者 に返還す ることは、特段 の事情 のない限 り、弁済 の効果 を排除する
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合意 を伴 うもの と推認 し得 る」 とした最判 昭和 35年 7月 1日 (民 集 14巻
9号 1641頁 )ん を引用 し、「本件充当合意は・・・上告補助参加人

(互 助会 一

高橋注 )が 高槻市 に対 して本件精算 金債務 を返還 した時点 でいったん生
じていた、精算 金の返還 に関す る債権債務 の消滅 を排除 した上で、改 め
て本件精算 金 を本件訴訟 において請求すべ き ことが求 め られ ている不 当
利得返還債務 に充当す るもので ある と解 され るところ、 いつたん弁済 に
よって生 じた法 律 上の効果 を当事者双方 の合意 によ り排除す ることは妨
げられない もの とい うべ きである」 と述べ、「高槻市が上告補助参加人 に
対 して有 して いた本件請求権 は、本件 充当合意 によ り、そ のすべ てが消
滅 した もの とい うべ きで ある」 と結論付 けている

27。

弁済 の充当 に関 しては、民法 の文献 において もあま り深 く論 じられて
いない領域 であ り

28、

昭和 35年 判決 の引用が果た して妥当であ つたか ど う

かには議論 の余地があろ う

29。

最高裁 においても、 これ らの問題 について

考慮 がな された よ うであ り、宮川裁判官の補足意見 が、「本件充当合意は、
本件訴訟を終わ らせ る とい う意 図 の下 に行われた とみ ることができる」
と述べつつ も、本件充当合意 は保証人等 の第二 者 に不利益 を及ぼす もの
ではな く、「本件充当合意 の効力を否定する ことはで きない」 と結論づ け
ていることか らも、そ の 旨が うかがえる。
挙 昭和 35年 最判 に対する学説 の見解 も合 め、友岡史仁 「判批」
『法 セ ミ増刊 速報判例
解説 Vol.8』 (2011)54頁 以下。
"本 判決が民 事法的処理 を行 つた こ とに関 して、岸本太樹 「判批」『平成 22年 度重要
判例解説』60頁 以下 は批判的な見解 を示 している。亘理 格 「行政法判例 の動 き」同34
頁 の コ メン トも参照。
28内 田貴『民法 Ⅲ (第 3版 )』 (2005年 )72‑74頁 、加
藤雅信 『債権総論』 (2005年 )
372‑374頁 等。
29判
例時報 2081号 4頁 の コ メン トは、昭和 35年 最判 の 「趣 旨が住民訴訟 において行使
すべ き ことが 求め られ ている不 当利得返還請求権 を消滅 させ る内容 の充 当合意 につい
て も妥 当す るこ とを示 した 点 で、意 義があるもの」 とす るが、 住民サイ ドが主張す る
議会 の議決 (地 方 自治 法 96条 1項 10号 )の 必要性 によ り踏 み込 むべ きであ ったのでは
なかろ うか (こ の点 について 、友岡・ 前掲注 (26)56頁 、岸本 ・前掲注 (27)61頁 参
照 )。 この点 については、後 に触れ る。
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Ⅱ 補 助 金 交付 に 関す る判例 の 検 討

実 務 的思考 に よる解釈

1、

(1)次 に、平成 17年 に出された2つ の最高裁判決
28日

―以下、④判決とする、最判平成17年 11月

(最 判平成 17年 10月

10日 (判 時1921号 36頁 )一

以下、⑤判決とする)を 中心に、補助金支出の公益性判断

(地 方自治法

232条 の2)￨こ 関する判断枠組みに着目してみたい。
これ らの判決 に共通す るのは、Iで 検討 した① 〜③判決 が、民事法 も
し くは団体法 の法理 を うま く (類 推 )適 用 させ ることによって事案 の解
決を図 ってい るの に対 して、裁量審査 において会社法 の 経営判断原則 "
と うま く適合 させてい ることである。
既 に注 (6)に おいて指摘 した よ うに、会社法 にお ける 経営判断原則"
に親和的な見解 が実務家 か ら出 されてお り、奥宮京子氏は、「会社法 に基
づ く株主代表訴訟 において も、会社 の取締役 の業務遂行 として の経営判
断が問題 になる ことが あるが、取締役 の業務遂行 は不確実な状況 で迅速
な判断 をせ まられ る こ とが多 い ことに鑑みて、行為当時 の状況下 で事実
認識 ・意思決定過程 に不注意 がな けれ ば、取締役 には広 い裁量 の幅 が認
め られ る とす る、 いわゆ る経営判断 の原則が、裁判例 の集積 によ り確 立
されている 。・・公益 を目的 とす る自治 と営利を 目的 とす る会社 とでは、
政策ない し経営判断 にあた って考慮すべ き事項 は異な るものの、裁量権
の逸脱 。濫用 の有無 につい て判断す るための一般的基準 として参考 にな
ると思われる (注 にて、 同 じ く注 (6)で 触れ た 中島肇氏 の発言 に触れて
い る)」 と述 べ ている

30。

(2)④ 判決は、町の出資を基本財産とし、当時の町長Aが 理事をしてい
30奥 宮 ・前掲注 (6)102頁
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た振 興 協会 (権 利能 力 な き社 団)に 対 す る補助 金 交付 の公 益 性 が 問われ
た事例 であ る〕。振興 協会 は公 の施 設 (地 方 自治法 244条 1項 ―以下、「陣

屋 の村」 とする)の 管理・運営を委託 されていたが、平成 2年 以降陣屋 の
村 の運営収支は毎年度赤字 とい う状況にあ り、平成 3年 度か ら振興協会 に
対 して補助金が交付 されていた。
④判決 は、 次 の よ うに述べ て これ らの補助 金交付は違法 でない と結論
付 けている。

「本件条例

(一 狭 間町陣屋 の村 自然活用施設 の設置及び管理 に関す る条

例 一高橋注 )が 陣屋 の村 を設置す ることとした 目的 に照 らせば、仮 に振
興協会 による事務処理 に問題 が あ り、そのために陣屋 の村 の運営収支が
赤字 になつた として も、直ちに、上記 目的や陣屋 の村 の存在意義 が失わ
れ、町がその存続 を前提 とした施 策 を執 ることが許 されな くなるもので
はない とい うべ きである。・ 。・本件雇用

(一

平成 8年 9月 の調理員 1名 の

雇用 一高橋注)に よって赤字 が増加 した とい う事情 があったか らとい っ
て、 それだけで、 陣屋 の村 を存続 させ るためにその赤字 を補 てんす るの
に必要な補助 金 を振興協会 に交付す ることを特 に不合理 な措置 とい うこ
とはで きない。」

m④ 判決 では、民法 108条 の法意 を類推 して議会 の議決が必要である とす る滝 井反対
意見、及び住民訴訟 にお ける請求 の放棄 に関す る問題 もあ るが、 これ らにつ いては、
寺田友子 「判批」民商法雑誌 134号 2巻 126頁 以下、野 呂充 「判批」半1自 289号 103頁 以
下、駒林良則 「判批」半J例 評論 5Z号 15頁 以下、④⑤判決双方 に関 して、岸本太樹 「判
批」
『平成 17年 重要判 例解説』53頁 以下 を参照。
なお、本稿 で検討す る経営 判断 の問題 との関係 で、滝 井反対意見 は以下 の よ うに述
べ てい る。
「この よ うな議決 (― 議会 の議決 ―高橋注 )が された といえない場合 には、その補
助金 の交付 は公益 上の必 要 を直 ちに肯定す る こ とので きな い もの とい うべ きであ り、
そ の よ うな補助金 の交付 を決定 した長 の判断 は善良な管理者 としての注意義務 を尽 く
した とはいえない と解す べ きである。」
野呂 。前掲評釈 105頁 は、滝 井反対意見 について、1で 検討 した①判決及 び本判決後
に、地 方 自治法 237条 の2の 議会 の議決 の あ り方 つい て言及 した最判平成 17年 11月 17
日 (判 時 1917号 25頁 )を 念頭 においた もので ある としてい る。
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「Aは 、振興協会 の理事長 として、食堂営業 の収入 を増加 させ るため和食
調 理 の腕 の立つ調 理 員 を採用すべ きである と判断 して本件雇用 を決定 し
た もので あ り、人件費 の増加 による赤字 の発生 の防止 につい て も一応 の
見通 しを持 っていた もの とい うべ きであ つて、 同人が本件雇用 を した こ
とや、本 件雇用 を した平成 8年 9月 か ら平成 8年 度 の末 日である平成 9年
3月 末 日までの間 に他 の調理員 を解雇す る措置 に踏み切 らなか つたことが、

経営上の裁量 を逸脱 した放漫な行為 で あ った とはいえない。」

(3)④ 判決 に関 して、長屋調査官 は次 の よ うに述 べ ている。
「振興協会 の運営上の判断 に対す る評 価 の問題 として も、事後 の立場 か
ら振 り返 ってみれ ば判断 に誤 りがあ り、その結果、経営赤字 が発 生、増
大 したか らといって、機関 の地位 にある者 に義務違反 が あ つた とい う評
価 が当然 に成 り立 つ もので はない。 この理 は、会社 の取締役 の善管注意
義務 につ いて一般 に説 かれているところ と同様 で ある

32。

」

この 経営判断原則 "に 親和的 な記述 に対 しては、 寺田教授が、「本件
の場合 、 この『経営判断 の原則』 によれ ば、振興協会 の経営過程 につい
て も、補助金交付段階にお いて も、裁量 の逸脱濫用 を見出す ことは困難
に思 う33」 と指 摘 している。

また、④、⑤判決 を踏まえ、「最高裁は、裁量を広範 に認め特段の不公
正 あるいは不合理がないかぎ り長の判断を尊重する立場 にあると評す る
こともできる

34」

との指摘もあり、 取締役の善管注意義務"の 観点から

のアプ ローチは、公益上の必要性 に関する長をはじめとした行政サイ ド
″

長屋 。前掲注 (7)91頁 。更 に、長屋 文裕 ・法曹時報 60巻 4号 238‑239頁 註 (8)￨こ
同趣 旨の記述 が ある。
33寺 田 。前掲注 (31)266頁 。
34駒
村 。前掲注 (31)187頁 。地方 自治法 232条 の2に お ける 「公益上 の必要」 に関す
る判例動向については、確井・前掲注 0194‑205頁 、同『公的資金助成法精義』 に X16
年)104‑140頁 に詳細な分析 があるc後 者では④、⑤判決 について も言及 されてい る。
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の政策的 (専 門的 ?)裁 量 をより広 く捉 える方 向 に作用するのではなか
ろ うか。例 えば、神田教 授 は経営半J断 原則 の参考判例 として、東京地判
平成 16年 9月 28日

(判 時 1886号

111頁 )を 挙 げられているが

半J旨 の一

'5、

部 を抜 き出す と、「取締役 の業務 について の善管注意義務違反又は忠実義
務違反 の有無 の判断 に当た つては、取締役 によつて 当該行為 がな された
当時 にお け る会社 の状況及 び会社 を取 り巻 く社会、経済、文化等 の情勢
の下 にお いて、 当該会社 の属す る業界 にお け る通 常 の経営者 の有す べ き
知見及 び経験 を基準 として、前提 として の事実 の認識 に不注意な誤 りが
なか ったか否か及びそ の事実 に基 づ く行為 の選択決定 に不合理が なか つ
たか否か とい う観点 か ら、当該行為 をす ることが著 しく不合理 と評 価 さ
れ るか否か によるべ きである」 と述べ てお り、 これを補助金交付 の公益
上 の必要性 に引き直せば、極端 な事例 を除 いて公益上 の必要性 の要件 は
満 た され ることになろ う。

(4)⑤判決は、第三セクタ‐に対する補助金交付が争われた事例であり、
傭船契約合意解除の精算金に係る補助金

(第

1補 助金)、 金融機関への借

入金返済 に係 る補助金 (第 2補 助金)の 公益性 が問われた事例 である。第
1審 判決

(山

口地判平成 10年 6月 9日 ・判時 1648号 28頁 )は いずれ の補助

金も違法であると判断 したのに対 し、控訴審判決 (広 島地判平成 13年 5月
29日 ・判時 1756号 66頁 )は 、第 1補 助金は当時 の市長 (上 告人)力 ｀
公益

上 の必要性 があると半1断 した こ とにつ き、「裁量権 の逸脱又は濫用があ つ
た とまでは認 め られない」 としたが、第 2補 助金 につ いては公益上の必要
性 があると判断 した こ とに、「裁量権 の逸脱 があつた」 として判断が分 か
れ ていた もので ある

36。

35神 田秀樹『会社法

8版 )』 (2006年 )188頁 。
(第 3版 )』 88頁 (桑 原勇進)等 。また、
碓井・前掲注 (5)197‑198頁 が第 1審 、控訴審判決、同・前掲注 (34)111‑113頁
が第 1審 判決か ら最高裁判決 (⑤ 判決)ま でについて言及 している。
(第

%控 訴審判決については、『地方 自治判例百選
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最高裁は、第 2補 助金 の支出の経緯 について検討 した うえで、次の よ う
に述べ 、裁 量権 の逸脱 ・ 濫用 を否定 した。
「この よ うな本件事業 の 目的、市 と本 件事業 のかかわ りの程度、上記連
帯保証 が された経緯、本件第 2補 助金 の趣 旨、市 の財政状況 に加 え、上告
人は本件第 2補 助金 の支出 について市議会 に説明 し、本件第 2補 助金 に係
る予算案 は、市議会 において特 にそ の支出の 当否が審議 され た上で可決
されたものであること、本件第 2補 助金の支出は上告人その他 の本件事業
の関係者 に対 し本件事業 の精算 とはかかわ りのな い不正 な利益 をもた ら

すものとは うかがわれないことに照 らす と、上告人が本件第 2補 助金を支
出 したことにつ き公益上の必要があると判断 したことは、その裁量権を
逸脱 し、又は濫用 したもの と断ずべ き程度に不合理なものであるとはい
うことはできないから、本件第 2補 助金の支出は、地方自治法 232条 の2
に違反 し違法なものであるとい うことはできない。
」

(5)控 訴審判決と⑤判決の分岐点は、第2補助金の支出に際 して、連帯
保証人に応分の負担を負わせなかった点 にあるが、控訴審判決が裁量権
の逸脱を認めたのに対 して、⑤判決 は、上記部分 に続けて、「本件第 2補
助金の支出に先立ち、市が本件借入金の連帯保証人に応分 の負担を負わ
せること等を しなかつたとして も、 この結論を左右するものではない」
と述べている。 ここでは、上告人サイ ドの政策的判断

(裁 量)が 優先さ

れているが、⑤判決はその根拠を明確にはしていない

(市 が事業の推進

に主導的役割を果たした ことのみであろうか)。
む しろ、⑤半J決 の判断 に対 して、「通常 の経済取引の原則 か らすれば妥
当 とはいえまい

37」

との批判が向 けられ よ う。「公益上 の必要性 を一義的

に決定す る こ とは困難 で あ り、それぞれ の社会的、経済的、地域的 諸事

37岸

本 。前掲注 (31)55頁 。
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情 の下 にお い て、 個 々 具体 的 に決定 して い か ざる を得 な い 」 との 判例 時
報 1921号 36頁 の コ メ ン トが あ るが

38、

官民 の リス ク配分 も合 め広 く行政

サイ ドの裁量が認められるとい うのが⑤判決の基底にあるのではなかろ
うか。

2.補 助金交付 の類型化
(1)既 に本稿のはじめに言及 したよ うに、補助金交付 については事例 ご
との類型化がなされている。例えば、碓井教授は、④、⑤判決 の ような
第三セ クター

(外 郭団体)へ の補助金交付のほかに、議員・職員 グルー

プに対する補助金、 自治会・ 町内会等に対する補助金に分 けて判例動向
を検討 されている

39。

また、近藤哲雄教授 も営利企業、第ニセ クター、政治団体、議員・議
会各会派に対する補助金 に分けて、分析 されてお り類似の視点から検討
がなされている

40。

このよ うな分類を前提に検討した場合、興味深い事例

が⑥最判平成 18年 1月 19日

(判 時 1925号

79頁 一以下、⑥判決とする)で

ある。

(2)⑥ 判決は、元県議会議員 にあった者 により構成 された権利能力なき
社団に対する補助金交付 の適法性が争われたものである。④、⑤判決 と
同様 に行政 の政策的

(⑥ 判決の場合は政治的判断も含まれよ うか)半 J断

ない し裁量 が審査 され ることにな ったが、最高裁 は次 の よ うに述べ て補
助金交付 を 「裁量権 の範囲を逸脱 し」 てお り違法 と結論付 けて いる。
「本件各補助 金の対象 とな つた事業 は、 いずれ も被上告人元議員会 の会
38な お、判時 1921号 36頁 のコメン トは、
④半J決 について言及 しているものの、善管注
意義務 に関 して の言及 はな されていない。
"確 井 。前掲注 (5)193‑205頁 。また、碓井 。前掲注 (34)102頁 以下 も同様 の観点
か ら分析 が な され てい る。
40近
藤 。前掲注 (5)167‑171頁 。
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員 の内部的な行事等 であ って、住民 の福祉 に直接役立 つ もので はな く、
そ の事業それ 自体 に公益 性 を認 めることはで きない。」
「本件各補助金 の交付 の趣 旨は、 県議会議員 の職 にあ った者 の功労 に報
い ることと、その者 らに引き続 き県政 の発展 に寄与 して もらうことにあ
るとい うことがで きるが、県議会議員 の職 にあ った者 も、その職 を退 い
た後 は、 もはや県民 を代表 す る立場 にはな いので あるか ら、上記 の趣 旨
によ り被 上告人元議員会 の 内部的な事業 に要す る経費 を補助す る として
も、県議会議員 の職 にあ つた者 に対す る礼遇 として社会通念上 是認 し う
る限度 を超 えて補助 金を交 付す ることは許 されな い。」

⑥判決の判断枠組みは、④、⑤判決同様に伝統的な裁量審査に基づい
ているものと考えられるが、 社会通念"が 「公益上の必要性」の判断に
マイナスに作用 している。
④、⑤判決の ような外郭団体への補助金交付の事例が、 (会 社法上の善
管注意義務 も手伝 って)行 政サイ ドの政策判断 に広範な裁量を認めてい
るとすれば、⑥判決は同じ行政サイ ドの政策判断であつて も類型 ごとに
認められる裁量 の幅が異なることを示 しているといえよ う4卜 42.

41勿

論、 どの類型 であつて も、判断代置方式は許容 されないので (近 藤 。前掲書 168頁
社会通念 "の 判断 に 当た つて 、裁判 官独 自の価値判断 を持 ち込む ことはで きない。
42最 半J平 成 23年 1月 14日 (半 J時 2106号 33頁
)は 、地方 自治体が普通財産 である土地
を自治会 に無償譲渡 した事例 につ き、地方 自治法 232条 の 2所 定 の公益上 の必要がある
とした町長の判断 に裁 量権 の範 囲 の逸 脱、濫用 はない と判断 してい る。
判時 2106号 鉾 頁 の コ メン トは④ 〜⑥判決 と同様な考 え方 に依拠 した もの としてい る
が、本文 にお いて述べ た よ うに、類型化 して考察 した場合 には、事例 によつて判断 は
異な つて くる と考 えられ る。筆者 の ミスで平成 23年 最判 を考察 の対象 に加 えることが
で きなか ったが 、補助金交付の事例 は後 日改 めて整理 してみ ることに したい。
)、
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Ⅲ むすびにかえて

1.民 事法のあてはめ
(1)① 〜③判決 に共通するのは、政策的事項を民事法理に当てはめてい

る

(① 、③判決は民法の規定へのあてはめ)こ

とである。①、③判決に

お いて は、民法 の (類 推 )適 用 に よ って 地 方 自治法 をは じめ とした関連
法規 との 関係 が 曖味 にな る。

①判決 では、 市 と財団法人 との関係 を 「準委任的な関係」 として構成
していることに再度着 目してみたい。原審 においては、地方財政法 4条

1

項 による制約 を考慮 し、「裁量権 の逸脱、濫用」が指摘 され ていたが、①
判決 は、市 と財団法人 との関係 につ いて、「両者 の間 には実質的 に見て準
委任的な関係 が存 した もの と解す る余地 がある」 と述 べ てお り、財団法
人側か ら市 に対す る費用償還請求権 が生 じることを前提 とした判断 を示
している

43。

この 「準委任」的性質 に言及す ることによ り、原審 と裁量審

査 にお ける考慮事項 の差異を導き出す。但 し、「準委任」的性質 に言及す
ることにより、そもそも双方代理 に関する民法 108条 の類推適用 の必要性
が曖昧 にな つてい る4。
また、「デザイ ン博 の準備及 び開催運営 に関する市 と第 1審 被告協会 と
の関係 の実質、第 1審 被告協会 が行 ったデザイ ン博 の準備及 び開催運営の
内容 並び にこれ に関 して支出 された費用 の 内訳 を検討 しな けれ ば、本件
各契約 の締結 につい て裁量権 の逸脱、濫用 があ つたか ど うかを判断する
こ とはで きない もの とい うべ きである」 と述 べ る ことで、地方財政法 の
趣 旨か ら裁量審査 を行 ってい る原 審 よ りも、裁量権 を実質的 に広 げてい
る とい うこともできよ う。

43林 。前掲注 (12)186頁 、石井 ・前掲注 (20)171頁 参照。
44稲 葉 。前掲注 (4)50頁 の指摘 を参照。
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(2)③ 判決 にお いては、充当合意 によって、「高槻市 が上告補助参加人
(一 大阪府市町村職員互助会 ―高橋注

)に 対 して有 していた本件請求権

は、本件充 当合意 によ り、そのすべ てが消滅 したもの とい うべ きである」
と結論付 けているが、住民サイ ドが主張す る議会 の議決 (地 方 自治法 96
条 1項 10号 )を 経 ていない問題 については、「本件充当合意 の効力を否定
すべ き理 由」 には該 当 しない とい う判断 が前提 として存在す る (前 述 の
宮川裁判官 の補足意見 も参照)。
しか しながら、本件充当合意 が実質的 には債権 の放棄を内容 とするもの
に等 しい との主張 を、民事法 の枠組みで解決 しよ うとする③判決の判 旨に
は、議会 の議決を不要 とさせ るだけの説得力 に乏 しいといわ ぎるを得ない。

(3)注 (24)で 触れた、最判平成 20年 1月 18日 は、 自治体サイ ドの政策
事案 の扱 い に厳 しい姿勢 を示 しているが、差 戻 し後 上告審 で ある②判決
は どうであろ うか。
ここでは、②判決が、「市 が本件委託契約 を解消できる特殊な事情があ
つた とはい えな い」 と判断す るに当た り、出資割合 に着 目 していること
につい て検討 して み る。 団体 の意思決定 に関 しては、過半数 による意思
決定 が原則 と解 され るが (民 事法 の領域 では、「社員総会」に関 して、一
般社団法人及び一般財団法人 に関す る法律 49条 1項 、「組合」 に関 して民
法 670条 1項 、「株主総会」 に関 して、会社法 309条 1項 等 )、 ②判決 の判
旨によれば、「出資割合 も基本財産 の 14%を 占めるにとどま」 ってい る こ
とが、「特殊な事情」 力｀
否定 された根拠 の一つ とされている。
ところで、公 有地 の拡大 の推進 に関す る法律 13条 2項 は、設立団体に
対 して基本財産 の 2分 の 1以 上 の出資を求 めているが、本件 の よ うに複数
の地方公共団体が設立 団体 とな つているケースにお いて は (判 時 2067号
21頁 )、 出資割合 に着 目す ると、②判決同様 に 「特殊な事情」 が否定 され
る場合 が多 くな ることが推 測 され る巧。
45な お、公有地の拡大 の推進 に
関す る法律 13条 1項 によ り、土地 開発公社 へ の 出資は
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2.補 助 金交 付 にお ける

経 営判 断原則 "

(1)④ 判決で、自治体サイ ドの政策的裁量を広めに解釈する方向に作用
しているのが、長屋調査官が言及する 「取締役の善管注意義務」のアナ
ロジーであるが

46、

このように、会社法における善管注意義務ないし 経

営判断原則"と 親和的な立場が実務家サイ ドから言及されてお り

47、

今後、

補助金の公益性が問われた際 に自治体 の政策的裁量ないし政策判断を広
範 にする方向に作用 しうる。⑤判決 において も、明示的ではないにせ よ
同様 の観点から、補助金支出を肯定 していると考えられる。
しかしなが ら、自治体の政策判断 と 経営判断原則"を 同一の視点か
ら論 じることはできない。⑥判決において、元県議会議員 らに対する補
助金交付を 「県議会議員の職 にあった者 に対する礼遇 として社会通念上
是認 し得 る限度を超えている」 と断 じてその違法性を認め、④、⑤判決
による補助金交付の政策的裁量の追認 とい う流れを絶 ったのは、今後の
補助金交付 における裁量判断の審査 において も一定の指針を持 って くる
もの と考えられる。
今後求められるのは、 Ⅱで触れたように、補助金交付 のケースの類型
化とそれぞれのケースにおける統制をどのように行 うかの検討であろう

48。

少なくとも自治体の補助金交付 の事例全てに 経営判断原則"を 当ては
めることはできない。

3.政 策判断 と法令 との抵触
(1)こ れまで触れてきた政策判断ないし政策的裁量の問題も、法令 と抵

地方公共 団体 に限定 されて い る。
46長 屋 。
前掲注 (7)91頁 、同前掲注 (32)238‑239頁 註 (8)を 参照。
47注 (6)で 触れ た、 判 自314号 の奥宮京子氏 の
論文や 、 判 自300号 の 「鼎談 住民訴
訟 をめ ぐって 」 にお ける中島肇教授 の発言 を参照。
48類 型化 については、碓井 ・注 (3)193‑205頁
、同注 (34)104‑140頁 、近藤 ・注
(5)167‑171頁 において分析 がな され ている。
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触す ることはで きない。 この点 については最高裁 も明確 にしているとこ
ろで ある。
最判平成 16年 1月 15日 (民 集 58巻 1号 156頁 )は 、第三セ クターヘ の
職員派遣 (県 の職員派遣 と給与負担 )に ついて、地方公務 員法 24条 1項 、

30条 、35条 違反 に反す る もので あ り、給与支出を違法 と断 じている。
更 に、最判平成 22年 9月 10日 (民 集 64巻 6号 1515頁 )は 臨時的任用職
員 に対す る期末手当の支給 が、地方 自治法 204条 2項 、同法203条 5項 (現
203条 の2第 4項 )、 同法 204条 3項 の要件 を満た さず違法 で ある と断 じて
いる。 いずれ の判決 において も過失が否定 されてい るが、平成 22年 最判
にお ける千 葉裁判官 の補足意見が注 目され る。
千葉裁判 官 は給与条例主義 に関す る問題点を指摘 した上で、
「本件 にお け る茨木市 は もとよ り、以上 の よ うな要請 を満た してい ない
地方公共 団体 においては、本判決 の言渡 し後 は、臨時的任用職員 に対す
る手 当等 の支給 につい ては、地方 自治法 204条 2項 及び同法 204条 の2の
要件 との関係 で、 そ の適法性 の有無 を早急 に調査すべ きである。その結
果、本件 と同様な事態 が存す る場合 には、上記要件 を欠 く支給 で ある こ
とは容易 に知 り得 るので あるか ら、そ の よ うな違法状態 を解消す るため
条例改 正が速や かに行われるべ きであって、漫然 と条例 を改 正 しない ま
ま手 当の支給 を続 け るときには、 当該地方公共団体 の長 は、違法 な手 当
等 の支給 について過失 が ある として損害賠償責任が追及 され ることにも
なろ う。」 と、 自治体サイ ドの漫然 とした対応 に警告 を発 している。

② 実際、平成 16年 最判か ら2年 後の さいたま地判平成 18年 3月 29日

(判

自301号 14頁 )は 、「公益 法人等へ の一般職 の地方公務員 の派遣等に関す
る法律」施行後 の状況 も踏 まえて、同法 の手続 きを踏まず にな された職
員派遣 を違法 とすると同時 に、長 の過失 も認定 している。
仮 に 自治体サイ ドの政策裁量 が広 く認 め られる としても、あ くまでも
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法令 の範 囲 内 で の こ とで あ り、下級 審 、最 高裁 を問わず、裁判 所 には 法
り
令解 釈 につ い て厳 しい 姿勢 で 臨む こ とが期待 され る 。

49こ の
点、最近 の最高裁判決において、「裁量」がやや強調 されすぎてい る傾 向がある。

最判平成 23年 12月 2日 にお ける 「政策的ない し技術的 な見地か らの裁量」及び最判平
成 23年 12月 15日 にお ける 「政策 的、技術的見地か らの裁量権」 (い ずれ も最高裁 HP)
を参照。後者 の 判決 は、 行政委員会委員 に対す る月額報酬 の差止めが認め られた大津
地判平成 21年 1月 22日 (判 時 2051号 40頁 )、 大阪高判平成 22年 4月 27日 (判 自331号
53頁 )の 最高裁判決 である。
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