
訴　状

平成25年7月17日

横浜地方裁判所　御中

原告　〒259-0102　神奈川県中郡大磯町生沢491

NPOソーシャルファーム大磯　　私0463-72-5329

原告　〒255-0005　神奈川県中郡大磯町酉小磯702-3

添田正直　'払0463-61-0711

原告　〒255-0005　神奈川県中郡大磯町西小磯1

谷久保清彦　　胤0463-61-5401

〒259-0102

神奈川県中郡大磯町生沢4 9 1 (送達場所)

NPOソーシャルファーム大磯

｢臥0463-72-5329

被告　〒255-8555神奈川県中郡大磯町東小磯183

大磯町長　中略久雄　私0463-61-4100

公金支出金返還請求事件

訴訟物の価額　算定不能

貼用印紙の額　金1万3000円

第1　請求の趣旨

1被告は､中崎久雄に対し､金1 6 9万円内別紙支出一覧表の交付額記載の金員
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に対する同欄に対応する交付日から完済まで､年5分の割合による金員を支払う

よう請求せよ｡

2　訴訟費用は､被告の負担とする｡

との判決を求める｡

第2　請求の原因

1　本件訴訟の概要

原告らは,いずれも大磯町の住民である｡

本件は､原告らが被告に対して大磯町長中崎久雄が石神台団地の付属設備で

ある浄化槽の維持管理に対して交付した補助金は､違法であり､この違法行為

により大磯町が被った損害について町長中崎久雄に損害賠償を求める住民訴訟

である｡

2　石神台団地の分譲開発と付属設備である合併浄化槽の建設､維持管理の概要

(1)分譲開発

当該団地は､神奈川中央交通株式会社(以下､ ｢会社｣という)が昭和5 0

年代の日本全体のインフラ整備が整っておらず､水洗トイレが宅地販売の言匝

い文句になる時代､大磯町の西端の山の斜面の半分を造成し､約7 0 0戸用

の宅地を約1 0年間に渡り､分譲販売する大規模開発でできた団地で､昭和

4 7年に造成が開始された｡

(2)浄化槽の建設
iiP璽■璽ESii■

会社は､分譲地の販売にあたり､バス路線を開設し､団地内に｢神奈中スト

ア｣ (スーパーマーケット)を開店させ､また､山のふもとには､当時の建設

基準法に則り､当該団地用に全約7 0 0戸用の大型合併浄化槽を建築した(以

下｢本件浄化槽｣という)0

本件浄化槽の構造の設計は､当時の基準(旧構造基準)で認可されている

構造の中で最も安価な､水中に多量の空気を送り込み､微生物の働きで汚濁
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物質を汚泥に変え除去する活性汚泥方式である｡この方式は水槽内部が空な

ので初期コストは安いというメリットはあるが､性能ムラが大きく保守管理

が難しく､電気消費量が多くなるというデメリットがある｡

本件浄化槽は山のふもとに立地するため､当該団地全戸からの汚水の流入

は､ほとんどポンプを使用せず､また､処理水の放流は隣接する長谷川に容
J

易にできることから初期建設コストは相当安価に建築できた｡

(3)浄化槽の維持管理

こうして建築された本件浄化槽は分譲開始後､約1 8 0坪の立地用地と共

に会社から浄化槽管理組合に寄贈された｡管理組合は､本件浄化槽の使用権

利料として一戸あたり当初1 5万円(後に2 5万円に値上げ)を維持管理に

充てる目的で徴収し､これを積み立て､管理基金と称した｡

この維持管理を目的とした管理基金は､結局一銭も使用されることなく､平

成2 5年度の下水道の供用開始による清算時に全額約1億4千万円が繰越金

として存在する｡

維持管理については､公害を未然に防ぐという観点から､昭和4 5年制定環

境省制定の水質汚濁防止法により､ 5 0 1人槽以上のし尿施設は｢特定施設｣の

ひとつとして特別に指定され､立ち入り検査や水質検査が義務づけられた｡ま

た昭和5 9年の｢環境省関係浄化槽法施行規則｣では､旧構造の活性汚泥法とい

うその処理性能の悪さから､国家資格を持つ技術者による一週間に一回以上の

保守点検など､厳しく県から指導監督されて､法的にも無過失責任の問われる

重い管理責任を課されている｡

維持管理費は､年額を定め世帯の人数にかかわらず一律の会費として徴収

し､多少の凹凸は有ったものの当初の20, 400円から30, 000円程度

で35年間推移したと推測される｡当該平成23年度は､ 24, 000円､ 2

4年度は､多額の繰越金を滅ずる目的でその半額の1 2, 000円とした｡な

お装置の修繕費もこの会費で賄っている｡
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管理組合は､浄化槽建設から7年後､実は一般家庭より相当安い維持管理費

で浄化槽を維持管理していたにもかかわらず､ ｢一般家庭との負担の公平性｣

を求め､浄化槽の町-の移管､補助金の交付を議会に請願し採択された｡その

後､平成24年度まで28年間にわたり､合計4, 608万円余りの補助金を

交付されている｡

I

なお､大磯町生活排水基本計画(平成1 6年)では一般家庭の合併浄化槽の

維持管理費は､ 6. 5万円(5人槽)としている｡なお､この金額には装置の

修繕費､年額約8千円は含まれていない｡

3　浄化槽に関する法規制等

本稿では､浄化槽の法規制に関する概要を説明する｡目的は､今後の原告らの

主張をより明確に理解してもらうためである｡なお､基本的に構造(性能)は､国

土交通省､維持管理は環境省の主管である｡

(1)大型浄化槽(5 0 1人槽以上)についての法規制

①昭和2 5年､建築基準法に､し尿浄化槽の構造基準が策定された｡

②昭和44年､旧構造基準､告示1 7 2 6号(国土交通省)により､浄化槽の

処理方式､性能､規模等による構造の基準が制定(2, 0 0 1人槽以上の当

該浄化槽はBOD 3 0mg/b以下の性能を有するⅠ ～Ⅵの6方式の合併

浄化槽と指定)された｡

③昭和4 5年､水質汚濁防止法が､ 501(地域によっては201)人槽以上のし尿

浄化槽を特定施設としての公害防止規制の対象とした｡

④昭和4 6年､水質汚濁防止法の規定に基づいて､神奈川県で浄化槽の排水

基準を定める条例が策定され､放流水質BOD平均3 0mg/b以下､ CO

D平均3 0mg/b以下という基準が設けられた｡

(①から④のような法規制のもと､昭和5 3年､本件浄化槽は建築された)

⑤昭和5 5年になると､浄化槽の新構造基準が告示1 2 9 2号(国土交通省)

により導入された｡
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具体的には､

(ア)新処理技術の導入

(イ)性能の劣る処理技術の廃止

(ウ)より安定的な性能発揮を図るため容量を拡大

(ェ)一般構造の強化

(オ)排出規制の強化

といった基準が導入されている｡

⑥昭和5 8年､浄化槽法により､浄化槽の設置､保守点検､清掃についての

規制が開始される｡

⑦昭和5 9年､関係浄化槽法施行規則(環境省)により､浄化槽の保守点検､

清掃回数の規制(当該浄化槽の活性汚泥方式は1週間に1回以上の保守点

検の義務化)が義務化されることになる｡

(⑤から⑦のような浄化槽に対する厳格な規制がされた後､昭和6 0年､本

件浄化槽の維持管卦こ対して補助金交付が開始される)

⑧平成1 0年､水質汚濁防止法の規定による排水基準を定める神奈川県の条

例が改正され､放流水質BOD平均20mg/Q以下､ COD平均20m

g/b以下と従前より厳しい基準に変わった｡

(2)小型､中型浄化槽(5 0 0人槽以下)についての法規制

①昭和2 5年､建築基準法に､し尿浄化槽の構造基準が策定された｡

②昭和4 4年､旧構造基準である告示1 7 2 6号(国土交通省)が､浄化槽の

処理方式､性能､規模等による構造の基準を制定した｡

③昭和54年､大磯町開発指導要綱が策定され､次の(ア)から(ウ)等の

住宅群に合併浄化槽の設置が義務化(最大規制値BOD 2 5 m g /t以下)さ

れた｡

(ア)開発面積5 0 0m2以上

(イ) 3階建て以上
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(ウ) 1 0戸以上の集合住宅等

④昭和5 5年､新構造基準である告示1 2 9 2号(国土交通省)により､以下

の(ア)から(オ)の基準の導入がなされた｡

(ア)新処理技術の導入

(イ)性能の劣る処理技術の廃止

(ウ)より安定的な性能発揮を図るため容量を拡大

(ェ)一般構造の強化

(オ)排出規制の強化

⑤昭和5 8年､浄化槽法により浄化槽の設置､保守点検､清掃の規制がな

される｡

⑥昭和5 9年､関係浄化槽法施行規則により､浄化槽の保守点検､清掃回数

の規制(一般家庭の単独浄化槽の3 - 4月に1回､合併浄化槽の4月に1回

の保守点検の義務化)がなされる｡

⑦昭和6 3年､新構造基準が改正され､小型合併浄化槽が規定される｡

⑧平成7年には､再度新構造基準が改正され､高度処理型合併浄化槽が規定

される｡

⑨平成1 2年､浄化槽法が改正され､単独浄化槽の新設が禁止される｡

⑩平成1 7年､浄化槽法が改正され､放流水質の規制(BOD2 0mg/

ットル以下)がはじまる｡

4　補助金の交付のきっかけとなった請願書について

牛＼＼＼＼ I

本稿では､管理組合が､本件浄化槽の維持管理について補助金を受けるきっか

けとなった請願書の内容について検証する｡

目的は､補助金交付のきっかけとなった請願書の内容の重要部分が虚偽であっ

たにも関わらず､大磯町が､その虚偽の事実に基づいて補助金を開始したことを

明らかにするためである｡

(1)請願書の内容
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本件浄化槽維持管理費に対する補助金の交付を求める本件清廉書には､要

約すると以下のような記述がある｡

①本件浄化槽は､団地東側に流れる長谷川に放流される団地からの生活排

水を二次処理､三次処理し､河川の汚濁防止に協力していること

②本件浄化槽は､大磯町開発指導要綱に基づく基準に適合していること

③本件浄化槽使用の対価が高額で､団地居住者の家計を圧迫していること

具体的には団地購入時に1 5万円及び年間3万円の負担があること

④神奈川県内では､町が本件浄化槽のような汚水処理施設を引き取り､町

の責任で管理運営がなされている自治体があること

⑤公共下水道の整備といった公共投資行政の遅れのため､住民が自らの負

担において本件浄化槽運営の負担を余儀なくされていること

これらの記述は事実とは異なる.この点について以下詳論する.

( 2 ) ①本件浄化槽の河川環境-の貢献について

請願書では､本件浄化槽があたかも河川の汚濁防止に貢献しているかのよ

うに書かれているが､本件浄化槽のような旧構造の活性汚泥方式は性能ムラ

が大きい｡請願書が出される前に既に策定されていた新構造基準で､本件浄

化槽のような旧構造の浄化槽の新設は廃止されていた｡

したがって､本件浄化槽は､この請願書が出された時点で既にその処理性

能の悪さから設置が禁止されていた浄化槽で､現在においても補助金を交付

されるほど特段優れた構造を有していない｡少なくとも補助金の交付を求め

るほど､他の浄化槽に比べて優れた構造を有しているわけではない0

また､本件浄化槽を含む一般的な合併浄化槽はB OD対応型浄化槽といい､

BODを除去することはできるが､窒素やリンなどいわゆる富栄養化物質と

有害物質はほとんど除去できない｡つまり性能に応じた相応の汚濁は､確実

に流出している｡

その量を試算すると約2 7kgもの汚濁物質が毎日6 8 6m3という莫大な水
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量に含まれ､幅約2メートルの長谷川に流されている｡長谷川は現在におい

ても町内8河川中､鴫立川に次いで汚濁はひどく､魚が生息するのに必要と

される環境基準BOD 5皿g/朗ま満たしておらず､夏は時として異臭が漂って

いる｡当時は勿論のこと現在でも､本件浄化槽が長谷川の汚濁防止に協力し

ているとは言い難く､むしろ汚濁の元凶だともいえる｡

(3) ②要綱に合致していることについて

請願書では､本件浄化槽が､あたかも大磯町の厳しい排水基準を満たすため

に性能のよい浄化槽を設置したかのように表現しているが､本件浄化槽は､昭

和5 3年建築であり､当該要綱は昭和5 4年制定なので関連はない｡

加えて､この要綱制定後､これに従って義務ではない合併浄化槽を設置した

浄化槽所有者に対しては､一切補助金の交付をしていない｡

(4) ③本件浄化槽使用の対価が高額であること

ア　1 5万円の費用負担について

請願書が提出された当時の一般家庭の単独浄化槽の設置費用は約4

0万円であり､本件浄化槽の初期費用一戸あたり1 5万円は､これに比

べると相当安価である｡

イ　年間3万円の費用負担について

昭和5 9年の関係浄化槽法施行規則によって本件浄化槽のみならず､

一般家庭の浄化槽も保守点検回数が定められたことにより､一般家庭でも

維持管理にかかる費用負担は増加した｡また石油危機で約4割も電気代が

急騰した時代である｡

当時の一般家庭の単独浄化槽の維持管理費は3 7, 6 5 1円と推測さ

れるのに対し､本件浄化槽の維持管理費は､請願書では3万円としている｡

しかし､本件浄化槽の一戸あたりの年間維持管理費は､比較の際の対

_象ではない修繕費を控除し､当該団地の戸数を7 1 5戸に換算し､物価変

動率を乗じると概ね一般家庭単独浄化槽の4割の1 5, 3 5 1円と試算さ
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れる｡

したがって､一般浄化槽との比較の点において本件浄化槽の維持管理

費は､相当安い負担であった｡

(5) ④他の自治体の運用について

営利目的で民間企業が設置した設備について､自治体が買い取って､当該

設備の利用者のためだけに維持管理するなどということは､行政の中立性､

公平性の観点からありえない｡この記載は虚偽の可能性が強い｡虚偽でなけ

れば､実際のそのような措置をとった自治体名をあげるべきである0

( 6) ⑤投資行政の遅れのための住民負担について

当該団地の住民は､行政は何でもしてくれるかのように勘違いをしている｡

このような勘違いから､団地住民のみが使用する本件浄化槽(しかも6年も

使用した中古品)を町-移管して管理の負担をさせるだとか､補助金の交付

を求めるなどという発想が出るのであろう｡

大磯町も下水道整備の遅れから負担の公平性を計るなら､他の自治体のよ

うに特定の浄化槽だけでなく､未整備地区全てに等しく施すべきであった｡

そもそも建築基準法は第3 1条で｢便所の汚水を公共下水道以外に放流す

る場合､衛生上支障のない構造のし尿浄化槽を設けなければならない｣として

いる｡

団地住民は､水洗トイレ､洗濯等の自らの生活汚水を公共河川に放流する

のであるから､いわゆる受益者負担の原則で､浄化槽の維持管理をし､処理

し放流することは当然で､法によっても定められている国民が等しく負って

いる責務である｡

現在においても､当該団地を除く他の浄化槽使用住民(特に一般家庭浄化

槽使用者)は､全て何らの補助も受けずに､当該浄化槽よりはるかに大きい

自らの負担で､汚水処理の維持管理をしている｡

(7)請願書提出時の時代の状況
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会社が本件浄化槽を設計するにあたり､初期コストを抑えその後の維持

管理費が嵩むのはやむを得ないとするか､初期設置コストを充分掛け､維持

管理費を抑えるかは､宅地の分譲販売という形態を勘案すると､当然前者で

あろう｡

実際もっとも安価な活性汚泥方式を採用したものの､建築6年後の昭和5

9年の｢関係浄化槽法施行規則｣では､水槽の中に微生物の付着磯が務めてあ

る､高額ではあるが安定した性能の散水ろ床方式であれば2週間に1回のと

ころ､もっとも頻繁な管理である1週間に1回の保守管理を義務づけられ､

保守点検費が大幅に嵩むことになる｡

また､多量の空気をプロアで送り込む　電気多消費装置であるから､建築

直後の石油危機で電気代は約4割高騰した影響を強く受けた｡そこで町に支

援を要請したのである｡

大磯議会はこのような公益的な要素の全くない請願書による要請をその内

容の真偽を真剣に精査することなく承認し､その後も町長と同様に現実を直

視することなく､何らの検証もせず､徒に前例に依拠し補助することを目的

とし､ 28年間の長期に渡り､追認し続けてきた｡

5　違法な公金支出

(1)違法な公金の支出

石神台団地が所有する本件浄化槽に対する維持管理費-の補助金の支出は､

地方自治法の2 3 2条の2項に反し､ ｢公益上の必要｣がない｡

また､大磯町補助金等交付規則及び補助金等に関する基本指針の交付基準

及び査定基準に適合していないにもかかわらず交付の採択が決定され支給さ

れた｡これは遵法な公金の支出である｡

また､費用対効果のない事業に対する公金の支出は､地方財政法4粂1項が

地方公共団体の経費は､その目的を達成するための必要かつ最小の限度を超え

てこれを支出してはならないと定めている事に反し､違法である0
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(2)誠実なる事務執行義務

普通地方公共団体の長は普通地方公共団体を統括し､これを代表する者で

あり､事務を自らの判断と責任において､誠実に管理し執行する義務を負う

(地方自治陰第1 38条の2)0

地方公共団体が行う事業は公金である以上､いやしくも､地方公共団体の

長は当該地方公共団体に対し､損害を与えることのないよう誠実に事務を遂

行しなければならない｡したがって､長の故意または過失による違法行為に

ょり､地方公共団体が被害を被った場合には､長は当該地方公共団体に対し

損害賠償の責任を負う｡

(3)理由

地方自治法2 3 2条の2項は｢公益上必要がある場合において寄付または

補助をすることが出来る｣と定めているo ｢公益上必要のある場合｣に当たる

か否かの判断については地方公共団体の長が､経済､社会的な諸要素や各種

の行政の施策のあり方等の諸事情を総合的に考慮したうえで､補助金の交付

が当骸地方公共団体ないしその住民にもたらす利益､効果､その程度､交付

される補助金の額がそれに見合うだけの利益をもたらすものか当諸般の事情

を勘案し､総合的な判断をする場合においては地方公共団体の長の合理的な

裁量にゆだねていると解するのが相当である｡

他方で､同条文が｢公益上｣の｢必要｣を条件とした趣旨は､悉意的な補

助金交付によって普通地方公共団体の財政秩序を乱すことを防止することに

あると解される｡補助金の交付が税金を財源とする公金の支出であることか

らすれば､地方公共団体の長および議会の行う公益性の認定は､まったくの

自由裁量ではなく､考慮されるべき諸事情に照らして客観的に合理性が存在

することが必要であり､以下の観点から客観的な合理性が認められない場合

には､当該認定は裁量権の逸脱又は濫用として､違法と解すべきであるo

①補助事業をすることにより､当該埠方公共団体住民の福祉が向上する効果が
11



生じ､しなければ同効果は生じないという関係であること(有効性､必要性)

②投じた補助金の額に見合うだけの利益が住民にもたらされること(費用対効

果)

③補助事業の対象者とそうでないものとの間で公平を失しないこと(公平性)

④補助事業が､行政目的に合致すること､即ち当該地方公共団体住民の福祉の

向上を目的とすること(合目的性)

⑤補助事業の実施に当たり､手続き的な違法がないこと(手続きの適法性)

⑥当該地方公共団体の財政運営上支障がないこと(財政上の相当性)

(4)有効性､必要性および費用対効果

一般家庭の小型浄化槽は､昭和5 8年制定の浄化槽法によって浄化槽の所有

者に(装置の)保守点検､ (処理残渡の)清掃､ (水質の)検査の維持管理を自ら､あ

るいは専門業者に委託することが義務づけられている｡しかし､自ら維持管理

を行っているとして実際には行わなくても､罰則規定の運用がなく､微生物が

主役である装置の薬品管理を含む保守点検と水質の検査は､相応の経費と経験

そして専門の知識が必要なことから､実行しない所有者が多数いて､浄化槽が

その性能を発揮できず､それが河川の水質の悪化につながっている0

そこでこの現状に鑑み､維持管理費を補助している市町村は､維持管理を専

門業者に委託することを条件に補助金を支給し､処理排水水質の向上につなげ､

河川の環境保全に寄与している｡

一方､ 5 0 1人槽以上のし尿施設である本件浄化槽のような大型浄化槽の維

持管理は､イタイイタイ病などの､国としての過去の苦い経験を基に､公害を

未然に防ぐという観点から､昭和4 5年制定の水質汚濁防止法により｢特定施

設｣として保守管理､清掃､検査を厳しく県から指導監督され､法的に無過失

責任を問われる重い管理責任を課されている｡

したがって､大型浄化槽の維持管理に関しては､一般家庭の浄化槽とは異な

り､補助金の交付は維持管理をする上での支援要因とはならないoつまり､当
12



該大型浄化槽は補助金の交付をしても処理排水の質は向上することはなく､補

助金の交付をしなくても処理排水の質が落ちることはない｡

したがって､本件補助金は大磯町住人の福祉､つまり公共河川の汚濁負荷の

低減に対し有効性､必要性はない｡

費用対効果については､費用は補助交付2年間の総額1 6 9万円､この間の

補助をすることによる汚濁物質の低減はないので｢1 6 9万円の投資で利益0

円｣で､費用対効果はない｡

(5)公平性1

環境省のホームページには､浄化槽の維持管理費に対する補助を実施してい

る全国1 7 6自治体の交付金額､交付条件等の基準の詳細が掲載されている｡

なお､大磯町では､かかる情報は公表していないから掲載されていない｡

このような形で浄化槽の維持管理に補助金を交付することは､一般的に行わ

れていて､公平に扱われている限りにおいては､何ら問題はない｡

県内の6自治体(3市､ 3町村の6自治体)の補助の対象は主に家庭用小型

合併浄化槽であるが､ 2市は排水処理性能の劣る単独浄化槽も対象にしている｡

処理能力は落ちる単独浄化槽といえども､設置当時の法に則り設置されてお

り､下水道整備地区との負担の格差の解消としている｡

大磯町の隣に位置する平塚市の場合は､市街化調整区域で将来にわたって下

水道計画のない区域の家庭用小型合併浄化槽と条件を付け､これに合致してい

る浄化槽所有者が応募し､維持管理費の実費の半額を補助され､下水道整備地

区との負担の格差が解消されている｡

全国的にも､経済的に高負担を強いられている1 0人櫓までの小型浄化槽が

対象であり､大磯町のように低負担の大型浄化槽のみ､しかも実質的に請願書

を捷出した特定の団体に対してのみ補助金を交付する運用はない0

本件浄化槽と同様の水質汚濁防止法の適用を受ける5 0 1人槽以上の合併浄

化槽は全国に約5, 1 3 0基(平成2▲1年環境省)有るが､維持管理費の補助を受
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けているのは､一律交付による7基だけであり､その金額は5, 000-35,

000円である｡

このような補助金交付の実情を見れば､大磯町の本件浄化槽に対する補助額

は､実態にあわない法外なものであることが明らかであろう｡

なによりも､大磯町長は､本件浄化槽のような大型浄化槽と家庭用小型浄化

槽との負担の格差の解消を目的とし､負担の大きい小型浄化槽ではなく､逆に

大型浄化槽に補助金を交付している｡

したがって､当該補助金は､虚偽の事実に基づき交付しているのみならず､､

社会通念上も著しく妥当性を欠く｡

(6)公平性2

また､大磯町は､当該団地に対する補助金交付理由の一つに｢法的義務化前に

合併浄化槽の設置J Lたことによる負担の不公平の解消としているが､この見解

は明らかな誤りである｡

平成1 2年､浄化槽法の改正で′J､型浄化槽もつまりそれまでの大型浄化槽に

加えて､全ての単独浄化槽の新設が禁止となったが､その前年の平成1 1年度

末に存在した合併浄化槽2 0 5基の設置の際の義務の有無と補助金の交付の有

無の内訳を表す｡

合併浄化槽 舒��B�合併槽の義務 竸(�ｾ�,ﾈﾏ�WH,ﾉtﾉk2�

人槽数 劍���

5-500 ��迭�なし �,�+R�

501以上 ����有り ��ｳHｮ騁ﾈ.ｉ��飲������ｳhｮ�,�+R�

*大磯町排水処理基本計画(平成1 6年)掲載の平塚保健所資料から

この表からも明らかなように義務化前に設置された合併浄化槽1 9 5基の所

有者は補助金を受けていない｡一方､設置義務のあった本件浄化槽を含む大型

合併浄化槽1 0基の所有者は､当該有神台団地浄化槽を含む4基が交付を受け､
14



他の6基は補助金を受けていない｡

現在､大磯町の人口の約半数が､概ね1, 5 0 0基の合併浄化槽によって､

自らの生活排水を処理している｡この1, 500基の中には､義務化前に合併

浄化槽を設置した住民がいる｡

例えば､以下のような住民であるo

･昭和5 4年制定の大磯町開発指導要綱に従って､義務ではない合併浄化

槽を設置した住民､昭和6 3年の小型合併浄化槽の規定が決められた以

降､環境保全意識から､義務ではない合併浄化槽を設置した住民

･一般の合併浄化槽では､ほとんど除去できない富栄養化物質や有害物

質も除去できる高額な､公共下水道と同等の当骸団地の倍の性能を持つ､

高度処理型合併浄化槽を設置した住民(平成2 4年度末　2基)

このような住民が､いずれも維持管理費の補助を受けていないことを勘案し

たとき､その建築の8年も前から既に設置が義務付けられていた本件浄化槽を

設置したに過ぎず､年々進歩している設備性能面においても､所詮は3 4年前

の､特段優れた性能もない当該浄化槽の所有者が､ ｢義務ではない合併浄化槽を

設置｣したとの虚偽の事実に基づく理由で､高額の補助金の交付を受けること

は､不公平で､平等の原則に反する｡

(7)合目的性

大磯町環境基本条例はその第4条(町の責務)で､

町は､環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し､実施

する責務を有する｡

2　町は､環境-の影響に関わる施策の策定及び実施に当たっては､環境の

保全および創造に配慮し､環境-の負荷の低減その他必要な措置を請ずるよ

う努めなければならない｡
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と規定している｡

また､大磯町の浄化槽にかかわる環境基本政策は､生活排水処理基本計画(平

成1 6年)であり､その間検討会設置要綱に基づくその報告書は､町長に宛て浄

化槽について次のように述べている｡

合併処理浄化槽は､適切な維持管理が行われることによりその処理性能が生

かされるため､維持管理の重要性についての啓発活動を積極的に行うととも

に､維持管理補助制度に取り組んでいる自治体を参考にしながら大磯町独自

の維持管理補助制度の創設に取り組むこと｡

っまり､河川-の排水水質向上のために､効果のない特定の大型浄化槽に対す

る維持管理費の補助ではなく､条件を満たせばだれでも応募できる浄化槽の性能

が生かされる､効果のある維持管理補助制度の創設を進言されたのである｡

大磯町においては､その人口の半数が浄化槽に頼っている事を勘案したときに､

浄化槽の維持管理が適切に行われ､排水が河川の水質の向上に結びつくことは､

即ち住民の福祉の向上に寄与するものであり､現行の効果のない大型浄化槽-の

補助に代わり､効果のある浄化槽-の補助制度を創設することこそが､生活排水

処理基本計画で定められた大磯町の環境政策､行政の目的で､したがって､当該

補助金は､行政の目的に合致していない｡

また､補助金等基本指針では､補助金の交付は社会需要や公益性を重視し､公

益的な活動意欲のある団体を育成すると述べている｡公益活動とは､たとえば､

安芸高田市｢三矢炭化肥料｣のように､浄化槽の廃棄汚泥から肥料を作り､多大

なエネルギーを使って焼却処理される汚泥の削減と肥料として大地に戻す等の

事業を一般的には言う｡

当該団地浄化槽の維持管理は､会員は資金を提供するだけで､実質的な活動は

何らしておらず､補助金は､単に専門業者に請け負わせている浄化槽の維持管理

の費用､つまり団地運営経費の補填に過ぎない｡
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したがって､当該補助金は､公益的な活動事業を支援するという目的に合致せ

ず､単なる私的事業に対する補助金の交付であるから､遵法である0

(8)行政改革と当該補助金

総務省｢新地方行革指針｣(平成1 7年3月)で｢地方公共団体における行政改革

の推進のための新たな指針｣が地方公共団体に通達された｡

補助金については､

補助金等の整理合理化

1様々な団体等に対する補助金等については､行政として対応すべき必

要性､費用対効果､経費負担の在り方等について検証し､整理合理化を推

進すること｡

2　終期の設定やPDCAサイクルに則った不断の見直し等､住民に対す

る説明責任を果たしながら計画的に廃止･縮減すること

と規定されている｡

各市町村はもちろん､大磯町もこの趣旨に基づき､平成1 7年8月､行政改

革の一環として補助金について､

補助の長期化による琴得権益他で公平性が失われ､補助行為が目的化して事業

効果の検証が唆味になっている｡

と検証し､

社会需要や公益性を重視した新たな補助金交付基準を創設､補助の長期継続に

ょる竪琴権益蛙の弊害を廃するため補助期間の終期を設定､公平性を確保し活

動意欲のある団体の育成を図る

と理念を掲げる｢補助金等に関する基本指針｣を策定､同年9月広報で｢補

助金制度が変ります｣と公表した

しかし､当該補助金はこの｢既得権益化｣の検証とそれを廃するとした理念

は明らかに適用されていない｡制度は変わったが､中身は同じで何ら変らず､
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2 8年間も見直しもされずに公益性のない事業､費用対効果のない事業に補助

を継続していて､これはまさに､いわゆる｢税金のタレ流し｣であり､総務省

｢新地方行革｣の趣旨に明確に違反している｡

地域主権には､行政改革という責任が伴っている｡当該補助金の交付は｢地域

のことは地域で決めるのだから｣という発想の誤った暴走であり､自立と同時に

地域主権改革では安住の遂行が求められている｡

(9)手続違反等の違法事由

ア　原則3年との要件に反する

大磯町の新たな補助金制度は総務省から通達された｢新地方行政改革指針｣

(平成1 7年3月)の｢補助金等の整理合理化｣に沿い､長期の補助による

既得権益化を防ぎ､公平性を確保するため補助の箆艶を明確に3年とし､そ

れを越える際は､より厳しい査定基準を設定した｡

したがって､ 3年を超えたら､年を重ねるごとにより厳しく審査しなけれ

ばならないところ､盈基は3年とし､実質的に3年に一度の審査は､手続き

上達法である｡

また､平成2 3年度外部評価委員会は｢事業額の減額に対して根拠が不明｣

と評価､終期3年との矛盾を指摘している｡

当骸年度2年間､ 1 0%の減額で確定していて､実は同様の減額は平成1

5年から24年まで9年間も､平成1 8年の新補助金制度の創設､適用も関

連なしに続いている｡この方法だと平成15年の2, 106, 000円から

補助の打ち切りまで3 5年かかる｡

募集は毎年行われているのであるから､審査もまた毎年行われなくてはな

らない｡しかし､当該補助金については､毎年の審査を標襟しているが､結

果を見ると実は審査の前から当該団地補助金の採択は､ ｢1 0%減｣で決定､

しかも最終審査会のコメントは､公共下水道の接続まで支給すると将来の約

束までしている｡
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結局､形式的な審査の体制､手続きは行われているが､実質的な審査､手

続きは､何ら実施されていない｡

これは特定の団体をのみ優遇するもので､他の応募団体はこのことにより､

不利益を被るのであるから公正ではない｡

イ　補助金の名目の変更

平成2 4年度対象の最終審査会において､公募型補助金として広報での募

集以後､公募型補助金として進められ､直前の外部評価委員会では不採択と

評価された事を覆して､採択に変更したのみならず､公募型補助金から外部

評価に曝されない一般補助金に差し替えた上で交付すると決定した0

最終審査会はあくまで公募型補助金の最終審査の場､機関であり､理事者

にそのようなことを決める権限はなく､与えられた裁量の範囲を逸脱してお

り､違法である｡また､これに基づき交付した町長も同様である｡

り　不公表

大磯町は公募型補助金の詳細(誰にいくら交付するかなど)を､公表して

いない｡

補助金を受けている団体の事業実凍報告は情報開示請求制度で､時間を

かけ､しかも有料で取得しなければならない｡

二宮町は同様の補助金に対し､審査結果を全戸配布の広報で事業名､団

体名､金額､事業の内容をしっかりと町民に周知し､事業の終了後には､

広報に掲載するのは勿論のこと､公開で活動報告会を開催し､活動結果の

公表をしている｡

｢新地方行革指針｣では､ ｢公表｣とは､その内容を広く周知することに

よる透明性の確保､行政の説明責任､補助を受けた団体の町民に対する説

明責任としている｡

外部評価委員は｢この補助金の存在を知っている団体のみがエントリー

している状況は､不公平｣と評価している｡
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公募型補助金の基本指針では､審査結果の公表が義務づけられているに

も関わらず､公表がなされていないことには､手続上の違法がある｡

エ　虚偽の説明

住民の当該補助金についての苦情申し立てについて､大磯町は一貫して

｢義務ではない合併浄化槽を設置､維持管理費も嵩むことから補助金を交

付している｣とその妥当性を主張していた｡

しかし､平成2 3年2月に住民は､当該浄化槽は建築基準法でその設置

は昭和4 4年から既に義務であったことを大磯町に通告し､大磯町の担当

課である環境課も確認し承知したのにもかかわらず､同様の虚偽の事実を

理由として補助金の交付を決定したことは違法行為である｡

しかも､平成2 4年度の外部評価委員のコメントでは｢合併浄化槽の設

置が義務化された後で設置している所に対しての補助は行っておらず､公

平性に欠ける｣としており､これは同年度から新任の評価委員に対しても､

担当課或いは主管課は｢当該浄化槽は義務化前の設置｣との虚偽の説明を

し､選考において特定の団体に便宜を図っている事は明白で､背任行為に

相当する｡

(1 0)交付審査基準に対する適合性

大磯町長からの回答書では､公募型補助金最終審査会は､当該団地-の補

助金の交付の決定について``政策的な''判断が必要なので非公開とし､対象

事業の採択における評価､そして評価に必要な資料の収集及び検討を所掌す

る外部評価委員は同席することなく､理事者と言われる町長とその部下が､

外部評価委員の評価は充分参考にしたうえで､公開で実施された外部評価委

員会の審査の不採択との判断を採択に差し替え､決定したとのことである｡

補助金の採択､不採択の決定について､大磯町公募型補助金交付要綱の第

5条【公募事業の決定】および大磯町補助金等評価委員会設置要綱の第2条【所

掌義務】で

壷o



1 ･町長は評価委員会の評価を参考に､境助金等交付基準及び補助事業琴査

基準に基づき審査を行い､採択又は不採択を決定しなければならない｡

2･評価委員会は､対象事業の採択における評価に関すること､そして､評

価に必要な資料の収集及び検討に関することを所掌する｡

とした｡

つまり､従前からの行政が全てを決めていた補助制度を改め､総務省｢新地

方行政改革｣に基づく新たな制度は､明確な支給判断基準を定め､その評価に

ついては第三者的機関の外部評価委員会が所掌するとしたのである｡

町長は外部評価委員会が交付審査基準に基づいて出した評価そして判断を参

考に同じく､交付審査基準に基づいて審査し､採択､不採択を決定しなければ

ならない｡とすると､両者で異なる判断が出るはずがない｡

隣の平塚市､二宮町にも同様の補助金制度が､同じく｢新地方行政改革｣に

よって同時期に創設され運用されているが､第三者的評価委員会の採否の判断

を行政の長が覆したことは一度もない.

そもそも､外部評価は総務省｢新地方行政改革｣で住民が参加し､民意が反

映される仕組みづくりの構築を目指し始まった制度であるQその住民の意向を

無視しておきながら｢外部評価委員の意見を充分参考にして､外部評価委員の

不採択との評価を採択に変更｣していると述べる｡

この新たな補助金制度の創設の経緯､制度の趣旨からして､町長の採択､不

採択の決定においての権限は､自由裁量でないのは明らかであり､その判断､

決定は自らが律した､明確に定められた支給判断基準に沿うものでなければな

らない｡

外部評価委員会は補助金交付基準､補助金査定基準の

○効果が広く町民に及ぶ

○特定の団体のみの利益に供することがない

○補助金交付の事業効果がある
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○総合計画等による町の重要課題として位置づけられている

○補助金申請額を超える繰越金を有しない　等

に合致しないと評価､不採択としたにもかかわらず､その評価委員会の判断を､

公開できないという"政策的な判断''､或いは悉意的な判断で覆すならば､それ

は裁量権の逸脱或いは濫用であり､違法である｡

当該事業は､

○維持管理補助金の河川に及ぼす効果はないから､町民に利益はない

○当該団体のみ､即ち､特定の団体の利益を供する

○公平を失している事から､単に団地経費の補填､私的事業に対する補助で

ある

○補助申請額を大きく超える繰越金を有していて､補助を終了する事業に該

当する

ので､評価委員会の評価とおり､補助金交付基準､補助金査定基準に合致して

いない｡

その評価委員会の不採択との評価に対し､最終審査会は､

○合併浄化槽の法的義務化前の実施に対する補助

○負担の不公平に対する補助

○町の環境政策としての補助

をあげ､採択の理由としている｡

しかしこれらの理由は次に詳述するように､虚偽の事実に基づく､或いは事

実の基礎を欠いた判断であり､したがって､当該団地浄化槽の維持管理費-の

補助金の交付は遵法である｡

①この浄化槽は昭和5 3年建築なので建築基準法により､大磯町に建築する

浄化槽が処理対象人員2, 0 0 1人以上の場合は､BOD除去率8 5%以上､

放流水のBOD3 0ng/b以下の性能を満たす浄化槽が必要と定められ､国土

交通省告示第1 7 2 6号により､その条件を満たす構造はⅠ ～Ⅵの構造を
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有する合併浄化槽と定められていた｡したがって､ ｢法的義務化前の実施に

対する補助｣との理由は､虚偽の事実に基づいており遵法である｡

②一般家庭の小型浄化槽と当該団地の大型浄化槽の維持管理費は､総額では

当然大型浄化槽の方が高額ではあるが､一戸当たりに換算すると､科学的

に考察しても､国の比較のための諸資料からしても､また町内の実績値に

しても当該団地の維持管理費は相当安価であることは明白である｡町長は､

負担の不公平から当該団地浄化槽に補助をしていると主張するが､昭和6

0年の当該補助金交付当初から今日にいたるまで､浄化槽の設置､及び維

持管理において高負担を強いられたのは一般家庭浄化槽所有者である｡し

たがって､当該補助金の負担の不公平を理由とする交付の決定は､虚偽の

事実に基づく決定であり､違法である｡

③町の環境政策とすると､環境基本条例に定めた河川環境の負荷の低減が目

的である｡とすると､平成1 6年にまとめられた排水処理基本計画､つま

り当該補助金を廃止し､効果のある維持管理費補助制度の創設が町の環境

政策である｡当骸浄化槽維持管理費-の補助は環境政策と主張するが､河

川環境の負荷の低減に寄与していないのだから､環境政策とは言えず､当

該団地団体会員のみに利益を供している事からすると､単なる大衆迎合政

策である｡したがって､環境政策に基づく交付との理由は､事実の基礎を

欠いている｡

6　監査

平成2 5年4月30日上記調査にかかわる公金支出が違法､不当であることを

理由として､措置請求を行った(甲1号証)が､同6月17日付け書面にて却下とし

た｡ (甲2号証)

大磯町監査委員の職務怠慢は目に余る

(1)公正不偏の態度の欠如
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当方の､当該補助金交付の多数の財政上の怠る行為を示す証拠資料を添え

た具体的な指摘に対し､町長からは陳述会において具体的な反論がなされて

いないにもかかわらず､当方の要求を棄却するとした監査結果である｡

棄却するとしたその唯一の理由は､ 2年前の平成2 1 ･ 22年度の3団地

団体に対しての浄化槽に対する維持管理費の補助金違法事件の監査結果及び

それに続く判決でいずれも棄却されたことを上げている｡

町長の陳述での同様趣旨の発音に対し､当方は｢過去の裁判で適法とされた

と主張するが､補助金は基本的に単年度の予算そして審査であり､その判決

は参考にならない｣と反論した｡

監査委員は単に｢大磯町の交付の主旨が変っていないから｣とし､当方の｢そ

の主旨が虚偽の事実に基づいていた｣として違法交付とした当方の主旨を精査

することなく､一方に偏した理由で棄却したことは､地方自治法第1 9 8条の

3の監査委員の服務｢公正不偏の態度｣の欠如､或いは職務に対する怠慢であ

る｡

(2)重大な証拠の資料の提出を却下としたことの違法

陳述会において追加として捷出した資料は､ 2項からなる｡ 1項は当方が

返答を求めてもなされない事柄について､監査委員の地方自治法第1 9 9条

8の職務権限により調査をすることの要求､ 1項は補助金交付の採択､不採

択を決定する審査の重要な項目である繰越金が2千万円ではなく､他に約1

億5千万円有ったこと､そしてそれは隠蔽されていたことの資料である｡

しかし監査委員は､本請求の要旨を補足するものではないと却下した｡

本請求の要旨は､当該補助金は公益性がなく違法､不当に交付したもので

あるから返還を求めたものであり､追加の資料は公益性がないことを補足す

るものである｡監査委員の主張には､根拠がなく誤りである｡

(3)審査の対象外としたこと

審査の対象事項として｢平成2 4年度分の補助金については､財務上の行
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為に当たらないから監査対象から除いた｣とし､理由として｢公募型補助金か

ら一般補助金に移行した事は､財務上の行為ではない｣としている｡

当方の主張は､補助金の交付は違法､不当であり､その手続きの違法､不

当の主張として､手続き上何の権限もない公募型補助金の最終審査者に過ぎ

ない理事者が勝手に一般補助金に差替え､交付したのは､理事者の遵法､不

当行為であり､それに従った町長も同様であるとしたのであるo

したがって､審査の対象外としたことは誤りである｡

そもそも､補助金そのものが財務上の行為(地方自治法1 9 9条7)であろう｡

(4)監査委員の適格性

当方の陳述に対して監査委員の質問はただ一つ｢小型と大型の浄化槽の維

持管理費の比較をしていますが､その理由を教えていただけますか｣と述べ

た｡これには､当方は顔を見合わせ､ただ唖然とするばかりであった｡

町長の当該補助金交付の最大の理由は､負担の公平性であり､その真贋を

調査したのである｡請求書提出後1カ月経て､請求書の趣旨を全く理解して

いない｡

なお大磯町は外部評価制度を採用していない｡

代表監査委員は1 0数年前に役所を定年退職した､町長が選任した役所

0.B.である｡もう一名の東員選任委員は､総務省からの通達で新補助金制皮

を創設した際の町長であり､ 4年間当該補助金を交付した当事者である｡

公正不偏な監査は望むべくもない｡

7　結論

これらを勘案すると､当該浄化槽の維持管理に補助金を奏付するうえで､考

慮すべき事情に照らして客観的な合理性はなく､また､然したる理由もなく公

益性のない当該補助金を交付することは遵法である｡

地方自治法第24 2条の2第1項4号の規定により､被告に対し､中崎町長

を相手方として1 6 9万円の損害賠償請求をするように求める｡
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証拠方法

1.　甲1-1号証　監査請求書

2.　甲1-2号証　大磯町補助金等に関する基本指針

3.　甲1-3号証　大磯町応募型補助金交付要綱

4.　甲1-4号証　大磯町補助金等評価委員会設置要綱

5.　甲1-5号証　浄化槽法

6.　甲1-6号証　水質汚濁防止法

7.　甲1-7号証　水質汚濁防止法に規定する特定施設

8.　甲1-8号証　環境省関係浄化槽法施行規則

9.　甲1-9号証　地方公共団体における行政改革の推進のための

新たな指針の策定について行政改革指針

10.甲1-10号証

ll.甲1-11号証

12.甲1-12号証

13.甲1-13号証

14.甲1-14号証

15.甲1-15号証

16.甲1-16号証

17.甲1-17号証

18.甲1-18号証

19.甲1-19号証

20.甲1-20号証

21.甲1-21号証

22.甲1-22号証

23.甲1-23号証

24.甲1-24号証

25.甲1-25号証

26.甲1-26号証

27.甲1-27号証

28.甲1-28号証

29.甲1-29号証

30.甲1-30号証

31.甲1-31号証

32.甲1-32号証

建築基準法

大磯町開発指導要綱

大磯町生活排水処理基本計画

大磯町生活排水処理基本計画検討会報告書及び同検討

会設置要綱

生活排水処理施設の経済比較のための基本諸元

維持管理費用に対する補助を行っている市町村の現状

大磯町広報

平成23年度及び24年度公募型補助金審査結果

町長-の質間蕃

町長からの回答書

町長-の再質問書

町長からの回答書

町長-の総括書

大磯町経済環境課-の通告および返答

申立書(町長､議員宛て)

石神台団地請願書

NHKブックス｢都市の水循環｣

国土交通省告示　旧構造､新構造､建築基準法

し尿浄化槽の新構造基準の運用

平塚市維持管理補助金

三矢炭化肥料

電気料金推移表

大磯町長から提示の一般家庭浄化槽維持管理

費証拠資料
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3 3.甲1-3 3号証　石神台団地浄化槽水質調査報告書

3 4.甲1 -3 4号証　水環境の健全化のための生活排水の高度処理にかかる

資料

35.甲1-35号証

36.甲1-36号証

37.甲1-37号証

38.甲1-38号証

39.甲1-39号証

40.甲2-1号証

41.甲2-2号証

42.甲3号証

大磯町広報　｢河川の環境調査｣

大磯町環境基本条例

石神台団地浄化槽実績報告書

大磯町補助金等交付規則

水質汚濁防止法の規定による排水基準を定める条例

陳述会において追加資料として提示したが却下された

資料

平成24年度当該補助金の大磯町に提出の決算報告書及

び会員に提出の決算報告書

監査結果

その他口頭弁論等において適宜提出する｡

添付書類

訴状副本　　2通

甲号証写し　2通

27



別紙

事業名 �&9�ﾉkﾂ�交付年月日 仞�ｧ｢�交付確定日 

汚水処理場維持 ������I&9&��平成23年 塔冓ﾈ冷�平成24年 

管理費補助金 �9月20日 �5月29日 

汚水処理場維持 ������I&9&��平成24年 塔�iﾈ冷�平成25年 

管理費補助金 �11月19日 �4月26日 
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