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関し、警視総監は、賠償命令の対象となる者には該当しない」として、前回期

日での被告代理人による発言を訂正した。 

   よって、原告らは、請求の趣旨を変更する必要はないものと考える。 

 

第２ 答弁書に対する反論 

  １  答弁書「第２ 本案前の答弁の理由」について 

（１）原告川見らの監査請求の却下について 

 ① 被告は、原告川見ら３名について、本件監査請求書に記載した氏名や住所が

不正確であったため、住民票と照合しても東京都の住民であることが確認でき

なかったのであるから、同原告らについての監査請求の却下には誤りがないと

し、同人らの本件訴えは、適法な住民監査請求を経由していないものであるか

ら却下されなければならないと主張する。 

 ② しかしながら、東京地裁平成１２年３月２３日判決は、監査請求書に請求者

の押印が存せず、かつ氏名が通称名であった事案について、「地方自治法施行

令及び施行規則の定めに従っていなくても、同定めが押印を求めている趣旨は、

請求者が真に監査請求をする意思をもって監査請求をしたのかどうかを確認す

るためのものであると解されるから、押印がされていなくても、その監査請求

が当該請求者の意思に基づくものであることが確認できる以上、単に押印がな

いとの一事をもってその監査請求を不適法とすることは相当でない」とし、か

つ、通称名であることについても、「同請求者が家族とともに請求に加わって

いることから、同人が当該地方公共団体の住民であることは容易に知り得、監

査請求が当該住民の意思に基づくことが明らかである以上、監査委員はこれを

適法なものとして応答する義務がある」としている。しかも、当該事案では、

監査委員は請求者に対し、押印がないことについて補正を求めたにもかかわら

ず、請求者においてこれを拒否しているのである。 

    そもそも、住民監査請求の手続は、簡易かつ略式の方式で、住民が監査委員
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に対し、監査の請求をすることができることを予定したものと解するのを相当

とする（最高裁平成２年６月５日判決、園部判事意見。）のであって、前記東

京地裁判決からも明らかなように、被告が主張する地方自治法施行令１７２条

及び同施行規則１３条の様式による調製は、当該住民がその意思に基づいて監

査請求をしたことを確認するためのひとつの手立てにすぎず、その形式的な要

件に合致していないというだけの理由で、不適法な監査請求として却下するこ

とは、住民監査請求の制度の趣旨に照らしても許されないと言わなければなら

ない。 

  ③ 原告川見ら３名が本件監査請求当時東京都の住民であったことは、被告とし

ても、今や異論はないはずである（甲１５の１乃至３）。 

   とりわけ、原告俵木毬子について言えば、住民票上「毬子」と記載されてい

るのに、監査請求書には「まり子」と記載されていたために同一人であると確

認できなかったとするものであって、ほとんど悪意としか考えられないような

不合理なものと言わざるをえない。 

   その他の原告２名についても、請求書記載の住所は誤記であるので、そこか

ら直ちに両名が東京都の住民であることは認定できなかったとしても、前記判

決の事案のように、届け出てある監査請求人らの連絡先に監査委員から照会が

あれば、直ちに誤記の補正を行なって正確な住所を知らせることができたこと

は間違いない。本件では昨年１０月１７日に行なった監査請求に対し、同年１

１月１８日付で却下決定がなされているのであって、法定の監査期間が６０日

であることに照らしても、そのような補正は十分に可能であったものと考えら

れる。 

      以上のとおり、簡易かつ略式の方式で、住民に地方自治への参加の道を開く

住民監査請求を、たまたまその形式に不備があったことをもって、その機会を

奪うことが正当化されるという被告の主張は、到底許されるものではない。 
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（２）本件住民訴訟の対象等について 

 ① 被告は、原告ら全員について、住民監査請求において、請求人は、特定した

財務会計上の行為の違法性または不当性について具体的かつ客観的に適示する

必要があるところ、本件監査請求ではそれらがなされておらず、また、本件支

出は、本件派遣決定や当該機動隊員の実際の職務行為との間に、直接の関係ま

たは結びつきがないことは一見して明らかであるから、本件却下決定は正当で

あり、本件訴えは適法な住民監査請求を経ていない不適法な訴えであるから却

下されるべきであるとする。 

   なお、被告は、答弁書４頁・第２第１項(3)において上記の主張を述べたうえ

で、同５頁・同第２項において「本件訴えは、実質的に、住民訴訟制度の趣旨

を逸脱したものである」として、同じく本件訴えは不適法であると主張するが、

二つの主張の異同は必ずしも明らかではない。そこで、ここでは一括して反論

することとする。 

  ② 被告は、その主張の裏付けとして３つの判例を摘示する。 

   一つ目は、最高裁平成２年６月５日判決であり、監査請求書に「昭和５５年

度から同５７年度までの間に水道企業管理者、水道部長、同総務課長の職にあ

った者は、右各年度において、名義を仮装し、会議接待を行ったとして、会議

接待費又は工事諸費の名目のもとに、３年間で５０００万円以上の金額を不当

に支出し、又は部下の不当支出を決済した」と記載された住民監査請求は、請

求の対象の特定を欠くものとして不適法とされたものである。 

   二つ目は、最高裁平成２年４月１２日判決であり、未だ保安林指定が解除さ

れていない土地について、市職員が請負業者をして道路建設工事をさせ、その

後原状回復措置が講じられたという事案で、当該市職員らに対し、原状回復費

用の損害賠償請求が行なわれた住民訴訟につき、職員らの行為は、保安林の維

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は

あたらず、住民訴訟の対象とはなりえないとしたものである。一読しただけで
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は分かりにくいが、ジュリスト９６０号所収の上田豊三最高裁判所調査官の解

説によると、市長と請負人間の道路建設工事請負契約の締結は、財務会計上の

行為であるが、本件行為は、その部下職員の前段階的な行為であって、財務会

計上の財産管理行為にはあたらないものとしたというものであるという。 

   三つ目は、東京地裁平成１９年５月９日判決である。同判決の判示は多岐に

わたっており、被告がどの部分を本件に関連するものとしているのかは必ずし

も明確ではないが、都知事の都議会特定会派幹部に対する公用車の配車は、そ

れによって何らかの債務その他の義務の負担が直接発生するものではないとし

て、同配車は財務会計上の行為ではないものとしている。他方で、同判決は、

傍論ではあるが、配車された当該運転手の手当やガソリン代の支出であれば住

民訴訟の対象とする余地があるものとしている。 

  ③  以上の３つの判決の内容から、ここでの被告の主張を推し図るならば、本件

住民監査請求及び住民訴訟において、訴訟要件であるところの「対象が財務会

計上の行為である」とは言えないとし、さらに、その行為の特定がなされてい

ないとしているのであろう。 

   しかしながら、本件監査請求及び住民訴訟の対象は、「本件派遣決定により、

沖縄県高江に派遣された警視庁機動隊員らの基本給与の支出」であり、給与の

支払いが財務会計上の行為であって、住民監査請求及び住民訴訟の対象である

ということには異論はないはずである。従って、少なくとも、上記の最高裁平

成２年４月判決と東京地裁判決の引用は、本件には関連がなく、失当であるも

のと言わなければならない。また、最高裁平成２年６月判決との関係でも、本

件住民監査請求の段階から、派遣された機動隊員の派遣期間中の基本給として

請求の対象は特定されているのであり、不適法な請求とされるいわれはない。 

      以上のとおり、被告の「特定した財務会計上の行為の違法性又は不当性を具

体的かつ客観的に適示しない本件監査請求は不適法である」との主張は、本件

において、少なくとも被告が摘示する３つの判決によって裏付けられるもので
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はない。これらの点に関して議論をするのであれば、後述する本案での違法性

の問題とならざるをえないであろう。 

 

（３）小括 

      以上のとおり、本件住民監査請求が適法になされたものであることは明らか

であり、監査委員がこれを不適法として却下したことは誤りである。 

   このように、適法な住民監査請求であるにもかかわらず、これを却下された

住民が、適法な住民監査請求を経たものとして直ちに住民訴訟を提起できるこ

とは当然であって（最高裁平成１０年１２月１８日判決）、本件の訴えは適法

である。 

   従って、本件訴えは適法な住民監査請求を経由していないので不適法である

との被告の主張は理由がない。 

 

  ２ 答弁書「第５ 被告の主張及び反論」について 

（１）本件支出の違法性について 

 ① ここでの被告の主な主張は、二つの最高裁判決を摘示しながら「当該職員の

財務会計上の行為を捉えて、損害賠償の請求をすることができるのは、当該職

員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限ら

れる」のであって、本件支出自体についての財務会計法規上の義務違反を具体

的に主張していない原告らの請求には理由がないということであろう（答弁書

１１頁・第４項(2)）。 

      この点に関し、被告が摘示する最高裁平成４年１２月１５日判決（いわゆる

一日校長事件判決）は、「当該職員の財務会計上の行為をとらえて、損害賠償

責任を問うことができるのは、たといこれに先行する原因行為に違法事由が存

する場合であっても、右原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財

務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが
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相当である」と判示している。しかしながら、この判示が、財務会計上の行為

に先行する原因行為に違法性が存するすべてのケースに適用される揺るぎのな

い先例として確立しているものとは到底思われない。 

   たとえば、この判決以降に出された最高裁平成１６年１月１５日判決におい

ては、県が第三セクター方式で設立された会社に県職員を派遣し、かつ、給与

条例上の勤務しないことの承認をして当該職員に給与を支出した事案につき、

この承認は地公法２４条１項の趣旨に反する違法なものであるので、承認を是

正することなく行なわれた当該職員に対する給与の支出は違法であると判断し

た。この判決では、その理由中において、当該支出自体についての財務会計法

規上の違法性は論じられておらず、あくまで原因行為としての派遣の違法を給

与支出の違法の理由としている。 

 ② これらの点について、著名な行政法学者である芝池義一京都大学名誉教授は、

住民訴訟の違法性判断に関する判例検討により、「違法な目的のために公金を

支出することはそれ自体も違法だというのは常識ともいえる原則なのである」

（「住民訴訟における違法性(上)」法曹時報５１巻６号１４３４頁）と喝破さ

れ、そのうえで「原因・目的が違法であっても公金支出が必ずしも違法とされ

ない現象、換言すると、原因・目的の違法性の審査に限定が加えられるという

現象がみられる」（「住民訴訟における違法性(下)」法曹時報５１巻７号１６

３４頁）とし、その現象のグルーピングをされている（同論文）。 

      この芝池名誉教授の分類では、被告が摘示する二つの判決のうち、一日校長

事件判決のケースは、行政委員会が決定した措置について地方公共団体の長が

公金を支出する場合に該当し、「違法な目的のための公金の支出は違法」との

原則に対して、独立行政委員会の決定の尊重という別の考慮要素が働いた結果、

限定が加えられたものとされている。 

   被告が摘示するもう一つの最高裁平成２５年３月２１日判決のケースは、違

法な移転補償契約ではあってもそれが私法上無効ではないという場合であっ
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て、行政法規に違反する契約の私法上の効力という別の考慮要素が働いた事案

ということになろう。 

  ③ この芝池名誉教授の判例分析によれば、本件支出については、原因・目的の

審査に限定を加えなければならない要素が存在するとは考えられないため、端

的に本件支出の目的である派遣について、原告らが主張するように、その派遣

の目的、派遣決定の手続及び派遣によって行なわれた機動隊員の職務行為の違

法性を審理し、それらの点に違法性が認められれば、本件支出そのものを違法

な公金支出とするべきである。 

      なお、被告は、繰り返し、本件支出（給与の支給）は継続的に実施されてい

るものであり、本件派遣決定は本件支出の直接的な原因ではないと主張する。

この点について、芝池名誉教授は、その論文のなかで「『直接の原因』という

文言を用いても審査対象となる行為にほとんど差違は生じないであろう」（前

記法曹時報５１巻７号１６３６頁）としている。また、実際にも、たとえば岡

山地裁平成７年７月１８日判決（判例タイムズ９２０号１７８頁）は、最終的

には請求を認めていないものの、職員が違法な職務に従事した場合に、継続的

に支給されている給与中、違法な職務に従事したことに対応する部分を違法な

公金支出とすることができることを前提としているものと解される（同旨とし

て、横浜地裁平成８年３月１８日判決（判例自治１５１号８６頁）、東京高裁

平成１１年２月２５日判決（判例時報１６８４号５２頁）。）。 

 

（２）財務会計法規上の違法について 

 ① 仮に、一日校長事件判決の前記判示それ自体に先例拘束性を認めたとしても、

ここで指摘されている「当該職員の財務会計法規上の義務に違反する違法な行

為」が問題とされる場合の「財務会計法規」とは、「手続的・技術的な、狭い

意味での財務会計法規のみを意味するものではなく、これらを含むところの財

務会計上の行為を行う上で当該職員が職務上負担する行為規範一般を意味する
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もの」（同最高裁判例解説２７５２頁・福岡右武最高裁調査官）とされている。 

    そして、同判例解説は、最高裁昭和５２年７月１３日大法廷判決は、地鎮祭

の挙行を目的とする契約が憲法２０条３項に違反するとすれば、同契約は私法

上無効となるため、同契約の履行の一環としてされる支出命令は根拠を欠くも

のとなるということから、憲法２０条３項が上記行為規範となるとし、最高裁

昭和６０年９月１２日判決は、地方公共団体の長の事務を誠実に遂行すべき職

務上の義務（地方自治法１３８条の２）をもって、同首長が財務会計上の行為

をするにあたって負う財務会計法規上の義務の一内容となるとする。 

  ② このような見地から、本件において、支出権者である警視総監が、財務会計

行為である本件支出を行なううえで、職務上負担する行為規範を検討する。 

   まず、警視庁をはじめとする都道府県警察は、本質的に自治体の警察であり

（警察法３６条）、その本務は当該都道府県の住民の生命・身体・財産の安全

を守ることにある。その警視庁が１４０人以上もの機動隊員（警察官）を沖縄

県に５ヶ月間以上もの長期にわたって派遣をするということは、本務に違背す

るものと言わざるをえない。 

   被告は、本件派遣は警察法６０条に根拠を有するとするが、警察官以外の地

方公務員が他の地方公共団体に派遣される場合は、その職員の給料、手当及び

旅費は、派遣を受けた地方公共団体が負担する（地方自治法２５２条の１７）

ものとされており、派遣元の都道府県警察が引き続き給与等の支給を行なう警

察官の派遣はきわめて異例のものと言わなければならない。その趣旨としては、

「必要な派遣要請を迅速に行うことを可能にするため」だとされているが、そ

うであるからこそ、「継続的に人員が必要である場合には、その都道府県警察

が職員をそれだけ雇用すべきものである」（「全訂警察行政法解説」田村正博

著・東京法令出版株式会社）とされ、警察法６０条の派遣がイレギュラーなも

のであり、限定的に行なわれるべきものであるとされている。 

   上記解説を著し、福岡県警本部長や警察大学校長を務めた田村正博京都産業
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大学教授は、本件派遣に関し、「法的に言うと、４７の都道府県警察があるだ

けであって、日本警察という単一なものは存在してはいけない」とし、「沖縄

県公安委員会は、自分の責任で考えて、今の警察官数で対応できないと判断す

れば、定数条例の提案権限を有する知事に改善を強く求めていくべきです。」

（甲１７）と述べている。 

      また、沖縄県公安委員会が最初に派遣援助要求を決定した昨年７月１２日（甲

４の１、甲１６）の前日である７月１１日に、警察庁警備局警備課長が警視庁

警備部長や関係各県警本部長宛に、各県警ごとの派遣期間や人員も割り振って

「派遣期間及び派遣部隊については次のとおりであるから、派遣態勢に誤りな

きを期されたい」とする通知を発出したこと（甲３）について、被告は、警察

法６０条２項に基づく「必要かつ適法な調整」であったと強弁する（答弁書１

２頁(4)）。しかしながら、同条項は、都道府県公安委員会が援助要求をするに

あたって予め警察庁と連絡をとることを求めたにすぎず、未だ当該沖縄県公安

委員会が援助要求をすることを決定していないのに、警察庁が派遣の内容を具

体的に示した通知を行なうなどということは、明らかに法が想定をしていない

国家警察による自治体警察への命令であると言わざるをえない。この点に関し、

前記インタビューで田村教授は、本件派遣が警察庁警備局によって事実上仕切

られたものであることを認めたうえで、「だから、それが間違っているのです」

（甲１７）としているのである。 

   このように、本件派遣決定が警察法６０条が予定する派遣の範囲を超え、そ

の手続に違反する違法なものであることは明らかである。 

 ③ 次に、住民総数１５０人程度の高江に、警視庁機動隊員１４０人を含む他都

府県からの機動隊員総勢５００人と沖縄県警機動隊員のほぼ同数をもって、住

民らの抵抗を実力で排除し、ヘリパッド建設を強行するためになされた本件派

遣は、警察官職務執行法１条に具体化された警察活動の比例原則に違反する違

法なものであると言わざるをえない。 
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   さらに、その警備活動においてさまざまな違法行為が行なわれた。その詳細

は今後主張立証するが、ここで例をひとつだけ挙げれば、昨年９月１４日午前

９時３０分ころ、高江ヘリパッドＮＩゲート前の県道７０号線上で、警視庁機

動隊は、警察車両２台を両車線に駐車し、完全に道路を封鎖して、車両の通行

を阻止した。これに対し、居合わせた弁護士が抗議をしたところ、警視庁機動

隊は、同弁護士の車両の通行のみは認めたが、引き続き一般車両の通行を阻止

し続け、同弁護士の抗議に対しても、そのような通行阻止が容認されることの

法的根拠を示すことができなかった（甲１９）。 

      このような警備活動が警察法２条２項に規定された日本国憲法に保障する個

人の権利及び自由の干渉にわたる等の権限を濫用してはならないとの原則に違

反するものであることは明らかである。 

  ④  本件公金支出は、被告の上申書でも述べられているように、支出命令こそ警

視庁総務部会計課長が行なうとしても、その前提である支出負担行為及び支出

決定は、当該警察官の１ヶ月の勤務に対し、任免権者である警視総監において

必要があるときは給与の減額を行なったうえで個別に行なうものである（東京

都職員の給与に関する条例１４条）。従って、警視総監は、その警察官の行な

った職務が違法なものであれば、これに対応する額の減額、あるいは不支給を

決定することができる。 

   従って、警視総監には、支出決定において、違法に行なわれた派遣決定によ

り違法な警備行動を行なった警察官に対して給与を支払ってはならないとい

う行為規範がある。そして、このような行為規範は、地方自治体の財政の原則

を定めた地方自治法２条１４項（「地方公共団体は、その事務を処理するに当

つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げ

るようにしなければならない。」）及び地方財政法２条１項（「地方公共団体

は、その財政の健全な運営に努めなければならない。」）に基づくものである。 

   よって、本件公金支出はこれらの規定に違反した違法なものと言わざるをえ
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ない。 

 ⑤  なお、被告は、本件派遣を決定したのは東京都公安委員会であり、本件公金

（給料）の支出権者は警視総監であって、両者は同一ではないと主張する。 

   この点に関し、一日校長事件判決は、公金の支出権者である地方公共団体の

長が独立行政委員会である教育委員会の決定を尊重すべき関係にあったとい

う事案であるのに対し、本件における公安委員会と警視総監は、警察法３８条

３項で、公安委員会が警視庁を「管理」する関係とされているにすぎない。「管

理」とは個々の事務執行に関する指揮命令を意味せず、大綱・方針を定めるこ

とで事前事後の指導を行なうことをいうものとされており（東京都公安委員会

運営規則等）、同法４４条によって、東京都公安委員会の庶務はすべて警視庁

によって処理されている。 

   前記のとおり、本件派遣の前日に警察庁から警視庁警備局長に通知がなされ

ることで派遣決定が行なわれた経過に鑑みても、実際上は警視総監により本件

派遣決定を取り消すことは十分に可能であったから、本件において、派遣決定

者と支出権者が同一ではないということが、本件公金支出が違法であることを

認定するについての阻害要因とはなりえない。 

  ⑥ 百歩譲って、仮に、公安委員会と警視総監の関係を、一日校長事件判決にお

ける教育委員会と地方公共団体の長との関係と同視できるとしても、本件派遣

決定や機動隊員の警備行動には重大な違法があり、これらは、一日校長事件判

決において判示されているところの「著しく合理性を欠きそのためこれに予算

執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合」に該当するものと

認められる。 

 

（３）結論 

      以上のとおりであるので、本件裁判では、本件派遣決定の違法性の有無及び

それに基づいて行われた実際の警備行動の違法性の有無について、実態の審理
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を踏まえた判断が求められる。原告らは、次回に、本件派遣決定の目的となっ

たヘリパッド建設の違法性を証するため、建設によって破壊されるおそれが強

い「やんばるの森」の貴重な環境と住民の暮らし、及び違法な警備活動の詳細

について証拠の取り調べ請求を行う予定である。 

                                                               以上 

 


