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平成２５年 (行ウ) 第３４号 公金支出金返還請求事件 

 原告 特定非営利活動法人ソーシャルファーム大磯 外１名 

 被告 大磯町長 中﨑久雄 

準備書面 (１) 

   平成２６年６月３０日 

 

横浜地方裁判所 第一民事部 御中 

 

           原告 特定非営利活動法人ソーシャルファーム大磯 

                      代表者理事 添田 正直 

           原告 添田 正直 

 

被告準備書面(１)及至(５)が、半年もの期間に亘り、続けて展開されたが追加、

削除、訂正があり、その論理は混濁している。 

被告準備書面(４)において、「ここで、全般に亘り、反論及び主張の整理及び補

充を準備する」としていることから、この被告準備書面(４)を主体として反論を展

開するが、釈明を求められた部分については、別に述べる。 

なお、本訴は、平成２３年度分補助金については、平成２４年５月２９日、(乙３

－７)平成２４年度分補助金については、平成２５年４月２６日(乙１４－１)に被告

によって行われた交付の確定という財務上の行為に対し、執り行うものである。 

 

第１ 手続上の違法 

 １ 監査手続の懈怠 

 （１）はじめに〜本件補助金制度における監査〜 

 本件補助金交付手続について定めた大磯町補助金等交付規則第９条（甲１
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－３８）は、補助金の交付を受けた（受ける）団体に対し、年度終了後に決

算報告書等の事業実績報告書の提出を義務づけている。その上で、補助金の

額の確定について「実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等によ

り、その報告書に係る補助事業の交付の決定の内容及びこれに付した条件に

適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めた時は交付すべき額

を確定する」（同第１０条）としている。 

 当然ではあるが、当該団体もこのような規制のもとに補助金の交付を受け

ているはずである。 

 そして、本件において、当該団体の事業実績報告書等を見れば、被告は、

当該団体に対し監査する必要があったことは明白である。それにも関わらず、

被告は、必要な監査を怠った。 

したがって、被告には必要な監査を怠った手続的違法がある。 

 以下、詳論する。 

（２）繰越金の額の不一致 

次表は、当該団体の収支決算書から転記した平成２２年度から２５年度の

繰越金の推移である。(被告は準備書面(4)の第 1 の 2 の(７)で収支決算書の前

年度繰越金の額を見込みとしているが、予算書と混同し、間違えている。) 

   【繰越金の推移表】（単位：円） 

   平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25年度 

前年度繰越金 17,030,363 18,743,840 19,124,542 11,336,858 

収入 17,793,413 17,761,742 9,231,994 0 

支出 16,523,900 17,161,300 17,019,678 6,854,236 

次年度繰越金 18,299,876 19,344,282 11,336,858 4,482,622 

証拠 乙１２－２ 乙３－９ 乙１４－４  

      

この表から明らかなように、当該団体の平成２２年度次年度繰越金の金額
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（18,299,876 円）と平成２３年度の前年度繰越金の金額（18,743,840 円）が、

４４万３９６４円も異なっている。当然ではあるが、２２年度の次年度繰越金

と２３年度の前年度繰越金の額は一致していなければならない。しかし、収支

決算書（乙１２－２、乙３－９）を見る限り、このように金額の齟齬が生じて

いる。 

この場合、通常であれば、被告が、当該団体についてかかる不一致を問い質

し、必要な調査を行うべきである。２３年度の当該団体への補助金が８９万円

であるから、４４万３９６４円という金額の不一致は、補助金を交付する側か

ら見れば大きな不一致である。 

この点についての調査を怠った被告の責任は重い。 

同様に、平成２３年度の次年度繰越金と平成２４年度前年度繰越金にも、２

１万９７４０円の齟齬があるが、これについても被告の調査はなされていない。

なお、２４年度の補助金の額は８０万円である。 

以上のように、被告は、重大かつ明らかな繰越金の数字の齟齬という事実が

あるにも関わらず、規則上（甲１－３８）必要とされている監査を怠っている。 

これは重大な手続違反といえる。 

（３）不正確な数字の羅列 

   次表は、当該団体が被告に提出した２３年度補助事業等実績報告内訳書（乙

３－１０）から支出科目の一部を抜粋したものである。 

 

 

 

 

これを見ると、清掃費も水光熱費も切りのよい数字が並んでおり、合計金

額は、ぴったり１０００万円となっている。これらの支出の性質上、このよ

うな切りの良い数字が並ぶことはありえない。 

清掃費(汚泥引抜料) 5,800,000 円 

水光熱費 4,200,000 円 

合計 10,000,000円 
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公金である補助金を受給する以上、収支に関しては、いい加減な数字を並

べるべきではなく、正確な数字を記載すべきであることはいうまでもない。 

この種の「いい加減な数字」の記載を発見した場合、根拠となる領収書等

の資料とともに数字の訂正を求めるのが通常であるが、被告はこのような監

査を一切行っていない。そのため、当該年度の清掃費及び水光熱費の実際の

負担額は不明である。清掃費及び水光熱費の金額は、補助金を支給する上で

非常に重要な事実であるが、これが明らかになっていないにも関わらず一切

調査を行っていない被告の監査体制は異常というほかない。 

（４）収支予算内訳書と実績報告内訳書の記載の齟齬 

当該団体が被告に提出した平成２３年度収支予算内訳書（乙３－６）及び

補助事業等修繕工事内訳書（乙３－１１）における修繕費の予算額と実績額

を比較すると、以下の比較表のとおりになる。 

 

【比較表】 

1．収支予算内訳書で予定されていた修繕費の額 1,176,000 円 乙 3-6  

2．補助事業等修繕工事内訳書上の予算額 694,000 円  乙 3-11 

3．補助事業修繕工事内訳書上の決算額 

（実際に修繕工事に支出された金額） 

606,900 円 乙 3-11 

     

比較表における１及び２については、いずれも平成２３年度の修繕費の予

算額を記載したものであるから、その金額は一致するはずである。しかし、

両書面の予算の記載には比較表のとおり、齟齬がある。 

また、大磯町からの補助金交付等決定通知書（乙３－１）では、補助条件(１)

として｢対象となる事業内容は事業計画書(乙３－４)のとおりとする｣として

いる。その事業計画書では修繕費用 1,176,000 円のうち 890,000 円の補助を

申請するとしている。 
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その後、なぜか実績報告の補助事業等修繕工事内訳書(乙３－１１)では予

算額は 694,000 円にすり替わり、実績額は 606,900 円となっている。それに

も関わらず、何らの調査もなく支給額が確定し、８９万円の補助金が交付さ

れた。 

比較表記載のような金額的な齟齬が生じれば（特に予算額に大幅な修正が

加えられていれば）、この点について被告が必要な調査を行い、原因を究明す

るのが通常であるが、このような調査及び監査は一切行われていない。 

 （５）繰越金の取り崩し 

次表は、平成２４年度の収支予算書(乙１３－４)と収支決算書(乙１４－４)

の金額である。 

 

   【予算時と決算時の収支比較表】（平成２４年度） 

 項目 収支予算書 決算報告書 

収入 前期繰越 

管理金(負担金) 

補助金 

利息 

16,966,376 円 

16,870,000 円 

800,000 円 

1,742 円 

19,124,542 円 

8,430,000 円 

800,000 円 

1,994 円 

支出 修繕費 

他 

次期繰越金計 

3,194,100 円 

17,586,800 円 

13,847,218 円 

59,850 円 

16, 959,828 円 

11,336,858 円 

 

当該団体は、被告に対し、上記表右上の前期繰越金約２０００万円につい

て、「下水道接続時の浄化槽の撤去費用としてプールしている」との説明を一

貫して行ってきた。被告は、この説明を前提に、この約２０００万円の繰越

金については、補助対象事業とは無関係のものとして扱い、補助金の交付を

行っていた。この点は、被告準備書面（３）第２の２（３）④の主張をみれ
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ば明らかである。 

しかし、上記表右下次期繰越金をみれば明らかなように、２０００万円あ

った繰越金が、約１１００万円に減尐している。これは、住民から徴収する

管理金(負担金)を、平成２４年度は半額しか徴収せず、繰越金の取り崩しを

行った結果である。 

さらに、平成２５年度も徴収されることなく繰越金は取り崩され、下水道

接続時には約２０００万円の繰越金は４４８万円余りとなった。(乙１６－

１) 

つまり、当該団体は、約２０００万円のうち１５００万円余りを、毎年度

の下水道維持管理費に使用したのである。 

このように、約２０００万円存在した繰越金のうち１５００万円は、浄化

槽の撤去費用に使用されず、被告のいう「補助対象事業」である浄化槽の維

持管理に使用されているのである。そうすると、「繰越金は補助対象事業以外

の費用支出のために使用するのであるから補助金交付の相当性判断には考慮

しない」という被告の主張を前提とした補助金の交付自体が、そもそも考慮

すべき事情（繰越金が補助対象事業に使用されたこと、使用される予定であ

ったこと）を考慮していない違法なものとなる。 

また、本稿との関係でいえば、被告は、従前より当該団体から「約２００

０万円は撤去費用のための繰越金」という説明を聞いて、それを前提に補助

金を給付していたのであるから、平成２４年度の収支決算書（乙１４－４）

で繰越金の額が大幅に減尐したのであれば、「なぜ撤去費用のためにプールし

ていた繰越金が大幅に減尐したのか」について当該団体に問い質し、必要な

監査を行うべきであった。 

しかし、被告は、このような監査を一切行っていない。 

 （６）修繕工事不実施でも補助金交付 

当該団体から被告に提出された平成２４年度交付申請書（乙１３－２）及
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び当該申請書に添付された事業計画書(乙１３の－３)をみると、修繕費とし

て 3,194,100 円が必要ということで計上され、800,000 円の補助を要すると

して補助金の申請がなされている。 

しかし、同年度の収支決算書（乙１４－４）をみると、実際に負担した修

繕費は、わずか５万９８５０円となっており、申請段階の計画と約３１５万

円も金額に差がある。民間であれば、予算の約６０分の１しか実際の執行が

なされておらず、しかもそれについて８０万円の資金（補助金）を支出する

決定をしなければならないということになれば、報告者より事情を聴取し、

必要な監査を行うのが通常である。しかし、被告は、このような予算と執行

の大幅なズレについて、何らの調査も行っていない。 

また、この５万９８５０円の修繕費の内訳について、平成２４年度補助事

業等修繕工事内訳書（乙１４－６）をみると、「浄化槽の沈砂池及びポンプ井

(汚水槽)の清掃」となっている。しかし、当該団体会員向け平成２４年度特

別会計「汚水処理施設」決算報告書(乙１５－１)では某地区の配管（汚水管

排水不良－乙１５－１の（補足説明１）の部分を参照）の修理となっており、

浄化槽維持管理に伴う修繕費とは全く異なる用途に使用されていることがわ

かる。つまり、修繕費として補助対象事業とは関係ない経費が報告されてい

るのである。 

補助金受給者である当該団体から申告された修繕費が実際に「浄化槽の維

持管理」という事業目的に使用されたか否かは、実際に補助金を交付するか

否かを決定する際に、重要な事実になることは明らかである。そして、この

ような事実についても、当該団体より提出された書類を精査し、調査をすれ

ば簡単にわかることである。 

それにもかかわらず、被告は監査を一切行っていない。 

 （７）小括 

    繰り返しになるが、上述した（２）から（６）の事実について、被告は監
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査を一切行っていない。 

原告は、平成２３年度及び２４年度の監査記録(誰が、いつ、どこで、誰と、

何を審査したのか)の情報開示請求をしたが、提出されたのは、確定通知書を

送付してよろしいかとの伺い書(甲４)のみであった。 

つまり、これだけの杜撰な実績報告書を受け取るだけで、それに対する監

査行為はなされていない。 

以上の事実から、 

ア 決算金額の正確性、妥当性の確認、帳票類のチェック等適切な会計処理

がなされているか 

イ 事業計画に適合しているか等の事業評価 

等の調査は、形式的にも実質的にも行われることはなく、当該団体から提

出された収支決算書を含む実績報告書に対し、いわゆるメクラ判で補助金の

交付がなされた事は明白で、手続的に大磯町補助金等交付規則第９条に明確

に違反する。 

２ 報告書に記載のない多額のプール金(参考：甲６) 

   当該団体が被告に提出した平成２３年度及び２４年度収支予算（内訳）書（乙

３―５、乙１３－５）及び収支決算書（乙３－９、乙１４－４）を見る限り、

当該団体の収入としては「会費」（団地住民から徴収した使用料）、「補助金」「前

年度繰越金」「預金利息」しか存在せず、その他に当該団体の収入と思われるも

のは見当たらない。 

   しかし、当該団体は、上記収入以外に約合計１億４９４５万円〜１億５４５

５万円にものぼる金を管理基金としてプールしていた。 

   被告準備書面（２）の２（３）①イ及び当該団体の臨時総会（甲６）参考資

料の表によると、平成２４年８月５日時点の管理基金のプール金は、 

(１)４１４区画×１５万円＝６２１０万円 

(２)２５３区画×２５万円＝６３２５万円 
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(３)５１区画×（１５又は２５万円）＝７６５～１２７５万円 

(４)１５区画から合計１６４５万円 

  の合計１億４９４５万円〜１億５４５５万円である。 

 なお、被告準備書面は、上記（３）と（４）について記載間違いをしている。

（３）については、被告準備書面には存在しないが、甲６参考資料に記載があ

り、おそらく記入漏れと思われる。また、（４）については、合計金額１６４５

万円というのは正しいが、区画が「５１区画」となっており、「１５区画」（甲

６参考資料の記載）と間違えて記載してしまったと思われる。 

 この約１億５０００万円は、下水処理施設の維持管理のために積み立てられ

たものである。これは、当該団体が被告に補助金を申請するにあたり、補助事

業申請書に事業目的（補助金の使途）として記載した「維持管理」（乙３－３、

乙３－４）(乙１３－３)と、同一の内容である。 

 また、約１億５０００万円のうち、後述する「※管理基金設立の経緯と基金

の性質」に記載したとおり、約４９４０万円〜６４５０万円については、単純

な当該団体の「利益」「収入」として計上すべきものである。 

 このように当該団体は、１億５０００万円（尐なくとも４９４０万円〜６４

５０万円）もの金をプールしているにも関わらず、これについて平成２３年度

及び２４年度収支予算（内訳）書（乙３―５、乙１３－５）及び収支決算書（乙

３－９、乙１４－４）には記載が一切ない。 

団体の資力に関する事実は、補助金支給の有無を決定する重要な事実である。

当該団体は、このように多額のプール金があるにも関わらず、これを被告に 

  一切申告せず、補助金を約３０年間受給し続けた。 

 被告は、３０年間もの間、この基金の存在を行政として本当に認識していな

かったのか、それとも承知していたが放置していたのか求釈明を求める。 

また、多額の利益及び別口座での多額の資金の隠蔽は、補助金の交付を有利

にせんが為の悪質な不正行為であり、大磯町補助金等交付規則第 6 条「交付の



 - 10 - 

取り消し」に相当し、補助金の返還を求めるべきであるが、これを適用しない

理由の求釈明を求める。 

※管理基金設立の経緯と基金の性質 

 当初、神奈中不動産㈱が分譲した石神台団地の戸数は６６７戸で、約１０

年にわたり順次分譲を行った。 

 各戸は、浄化槽設置及びその敷地費用約１億円を６６７戸で除した１５万

円を拠出し、管理基金とすることを神奈中不動産㈱と約し、神奈中不動産は

完成した浄化槽本体、維持管理および敷地所有権を団地管理組合に移管、移

譲した。 

管理基金として積み立てられることになった拠出金は、最初の４１４戸は

１５万円、途中で神奈中不動産㈱に１０万円の上積みを申請し、残りの２５

３戸は２５万円を積み立て、合計６６７戸は浄化槽敷地の所有権を共有して

いる。これが、上記（１）（２）に該当する。 

その後、分譲が終了した近隣では開発が進み、当該浄化槽の人槽数に余裕

があったので近隣の住宅の求めに応じ、浄化槽の使用権利を１５万円あるい

は２５万円の拠出金を支払う条件で５１戸に認めた。また同様に水道山宅地

開発業者には１５戸で１６４５万円を拠出させている。 

 その合計戸数は６６戸でこの住民には敷地の所有権はない。これが、上記

（３）（４）に該当する。 

このように、上記（１）及び（２）の拠出者については、浄化槽及びその

敷地を共有している。また、これらの拠出は、浄化槽及びその敷地を当該団

体で管理するために必要な拠出であったといえる。 

一方で、(２)の上積み分（１５万円の拠出金に乗せた１０万円の上積み分）

と(３)(４)の金額合計４９４０万円〜６４５０万円は、積立金としているが、

償却金額を超えた浄化槽の使用権利の事実上の販売であり、会計上は「利益」

にあたるものである。 
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従って、本来収入に組み入れられるべき４９４０～６４５０万円もの金額

を、当該団体は長年にわたり大磯町に対して隠蔽してきたことになる。 

３ 他事考慮で補助金交付 

  本件では、上記第１の１（５）に記載した「約２０００万円の繰越金につい

ては下水道接続時の浄化槽の撤去費用としてプールしている」という当該団体

の主張が事実と異なるにもかかわらず、これを重視し、考慮したうえで当該団

体に補助金交付がなされた。 

  また、上記第１の２に記載したように、当該団体には多額のプール金がある

にも関わらず、このような事実を無視、軽視し、被告は補助金の交付を行った。 

  このような重大な事実誤認、考慮すべきでない事項を考慮して補助金を交付

したことも、本件の手続的違法といえる。 

４ 概算払いの違法 

 当該団体への支払いは、町長が特に認めた際に許可される概算払い(甲１−３

８，大磯町補助金等交付規則第１２条)の制度が利用されている。そのため、当

該団体は、年度の中途に補助金の交付を受けている。 

 概算払いは、例えばイベントの開催などで一時的に費用負担が集中する際、

基本的に余剰な金を持たない団体が、その支払いができなくなるのを防ぐため

に利用する特別の制度である。 

 十分な資金を有する当該団体に概算払いで補助金を交付する必要性は全くな

い。交付時期を早くすることは、実質的には金利分を上乗せして交付すること

である。補助金を媒介とした住民(団体)と行政のこのような狎れ合いの関係が、

既得権益を増長させている。 

 被告が「特に必要がある」と認めた理由とは何か、求釈明を求める。 

５ 一般家庭との比較の視点が欠けている 

決算金額の正確性を担保したうえで、修繕費も含めると７～８万円を負担し

ている一般家庭との維持管理費(下表)の比較をするので、平成２３年度及び２
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４年度の 

(１)保守点検費 

(２)清掃費 

(３)水道代 

(４)電気代 

(５)修繕費 

の金額をその領収書もしくはそれに準ずる証拠資料とともに提示されたい。な 

お補助交付団体には帳票類の５年間の保存が義務付けられている。 

   処理方式 保守点

検費 

清掃費 水 道

代 

電気代 法定検

査費 

修繕費 計 (703

戸) 

1 戸当

たり 

石神台 

平成 23 年 

(5,010 人槽) 

BOD 

除去型 

  ( )  33,500    

石神台 

平成 24 年 

(5,010 人槽) 

BOD 

除去型 

  ( )  33,500    

一般家庭 

合併槽 

(5 人槽)  

＊１ 

BOD 

除去型 

17,288 24,195 ― 12,704 5,000 10,714 ― 69,901 

窒素 

除去型 

17,776 25,178 ― 13,586 

 

5,000 10,714 ― 72,254 

窒素・リ

ン除去型 

18,240 24,411 ― 23,496 5,000 10,714 ― 81,861 

一般家庭 

単独槽 

(5人槽)＊２ 

BOD 

除去型 

13,830 19,356 ― 10,163 5,000 8,571 ― 56,920 

   ＊１ 環境省 浄化槽の維持管理費用に関する調査報告書(平成 19 年) (甲５)  



 - 13 - 

   ＊２ 単独槽は合併槽×０．８とした 

                  維持管理費比較表 

 

第２ 被告の誠実な事務執行義務 

被告は、原則の３年を超えて補助をする場合に適用される、補助金査定基準で定

められた「補助を終了する事業」に該当する①「団体等運営費補助のうち、当該団

体が設立後３年を経過しているもの。または、前年度決算における繰越金・剰余金

が補助金額を上回っているもの」としていることについて、文言通りに解釈すると 

１ 運営費補助で、当該団体が設立後３年を経過しているもの 

２ 前年度決算における繰越金・剰余金が補助金額を上回っているもの 

の句点で切られた別個の２項であるが、被告は 

１ 運営費補助について 

(１)当該団体が設立後３年を経過しているもの 

(２)前年度決算における繰越金・剰余金が補助金額を上回っている場合 

に補助を終了するとしているところ、当該補助金は運営費補助ではなく事業費補助

であるから、たとえ繰越金・剰余金があったとしても、それによって本補助金の継

続は、なんら規制されるものではないと主張する。 

しかし、この主張、解釈は明確に正確ではない。 

これを明らかにするために、この査定基準の制定された経緯を行事、内容を経時

的に記すことにより詳述する。  

① 平成１５年１０月 大磯町行政改革推進委員会設置(甲７) 

② 平成１６年４月 第４回大磯町行政改革推進委員会 「団体への補助金等交付

状況」(甲８) 

③ 平成１６年７月 第 5 回大磯町行政改革推進委員会 「補助金制度の見直しに

ついて」(甲９) 

④ 平成１６年１０月 第 6 回大磯町行政改革推進委員会 「補助金制度の見直し
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について」(甲１０) 

⑤ 平成１６年１０月 提言 団体補助金制度の見直しについて(甲１１) 

    内容 今後の補助金のあり方について(抜粋) 

ア 交付基準の整備 

既存の補助事業については原則廃止とし、新たな認定・交付基準を早

急に作成し、費用対効果について検証したうえで補助対象事業として

いくことが望ましい。 

イ 時限制の導入 

補助金を交付する事業は、その性質上、既得権益化や長期化しやすい

ので、事業の存続に制限を設け、時限が到来したときは原則廃止、引

き続き存続を求めるものは改めて厳しい再評価を受ける手法を導入す

ることが効果的と考える。時限は３年程度が望ましい。 

ウ 運営費補助から事業費補助への切り替え 

事業費補助に際しては、事業終了後に決算報告を求め、余剰金がある

場合には町への返還を義務づけるべきである。これにより、多くの繰

越金がある団体に不要な補助を交付することが避けられる。 

⑥ 平成１７年８月 大磯町 補助金等に関する基本指針(甲１－２) 

⑦ 平成１７年９月 大磯町広報 「平成１８年度より町補助金制度が変わりま 

  す」(甲１－１６) 

  内容(巻頭言) 本町の補助制度につきましては、昨年１０月に町長の諮 

問機関である行政改革推進委員会より提出された「団体補助金制度の見 

直しについて」の答申を受け、見直し作業を進めてきました。ここで見 

直し基準がまとまりましたので、概要についてお知らせします。 

⑧ 平成１７年１１月 行政改革推進委員会から大磯町長あて 大磯町の行政改

革に関する提言について(甲１２) 

   内容 補助金等に関する基本指針について 
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     町の補助金制度については、当委員会からの提言を受け、補助金の交付

基準や対象事業区分、査定基準、手続き、指導監視体制が明確に定めら

れた「補助金等に関する基本指針」が策定されましたが、この基本指針

に沿った運用が遵守されるよう求めます。 

 

  これらを検証すると、被告が主張する本補助金の事業費補助については、決 

算報告で多くの繰越金が生じているときは、その返還を求めるべきだと提言さ 

れている。 

  したがって、査定基準の補助を終了する事業は 

 １ 運営費補助で、当該団体が設立後３年を経過しているもの 

２ 前年度決算における繰越金・剰余金が補助金額を上回っているもの 

の別個の２項とするのが正解である。  

   そもそも、決算とは、運営費、事業費、その他のすべての収支のことであり、 

 被告の申し立てる“運営費の決算”という会計上の概念、言語はなく詭弁であ 

る。 

   とすると、補助金額を大きく上回った繰越金・剰余金は、補助を終了する事 

  業に該当するが、被告は、将来の浄化槽撤去に備えた資金であるとも主張し、 

これを是としない。 

しかし、一般家庭では、同様の撤去の際には約 9 万円を負担(甲１３)するが、 

  当該団地の場合、撤去によって１８０坪、資産価値約７０００万円(一戸当たり

１０万円)もの公民館の隣の一等地が得られるのである。そもそも、撤去費は、

スケールメリットで一戸当たりに換算すると、一般家庭に比べれば、著しく低

廉な負担で済み、多額の繰越金を是とするのに合理的な根拠ではない。 

   また、被告は多額の剰余金は、浄化槽撤去時の備えであるとしながら、その 

  概算額(見積もり)を取得し、その額の妥当性の調査をするわけでもなく、剰余 

金が取り崩されても平然としていて、上記の詭弁的解釈同様に、誠実に事務執 
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行しているとは到底言い難く、被告は、必要のない公金を支出したことによっ 

て大磯町に与えた損害の賠償の責を負わなければならない。 

 

第３ 本件補助金交付のきっかけとその背景および経緯について 

被告は昭和５７年(当該石神台浄化槽は昭和５９年)の町議会で採択された団地浄

化槽への補助が 

１ 新たな団地の合併浄化槽の設置を促進 

２ 未設置世帯に対する合併浄化槽の設置を促進 

し、もって、水質保全に対する関心を高めるための政策が背景にあったと述べる。 

 この説明は、当時の状況の事実認識に誤りがあり、独断的な説示で正確ではない。

つまり、 

(１) 団地の大型浄化槽は既に合併浄化槽とすることは義務であったので、設置

が促進されることはない 

(２) 家庭用の小型合併浄化槽の義務化は平成１３年である。当時は浄化槽とい 

  えば単独浄化槽が当たり前の時代で、家庭用の合併浄化槽の概念すらなく、 

その設置が促進されることはない。 

  

では、当該補助金の交付が始まった経緯、背景は、いかようなものであったの 

 かを団地に対する補助金を採択した昭和５７年９月定例会の「大磯町議会だより

(甲１４)」および、その直前の６月定例会の「議会だより(甲１５)」から調べた。 

そこには次のような記述がされている。 

① ６月定例会 

ア 汲み取り家庭には助成があるが、し尿浄化槽家庭にも、補助を考えるべきで

ある。 

イ 浄化槽は県の管理であり、正確ではないが、現在の浄化槽設置数は約３３５

０基と推定され、そのうち３３００基が家庭用の小型浄化槽と想定される。 
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ウ 一般家庭の浄化槽は日増しに増設されているが、その２～３割は、放流水の

維持管理がなされておらず、汚濁放流水が流出している現状がある。 

エ 町は、多額の予算をし尿処理に費やしている。町は浄化槽の実態を把握し、

維持管理の面においても、町の直接管理なども含め、総合的に検討する必要

がある。 

 

② ９月定例会 

ア 団地浄化槽補助金交付は僅差で採択 

イ 汲み取り世帯との不公平があり、採択とするが、一般家庭とのバランスや、 

他市町の実施状況などをみる必要があるので慎重に検討すべきとの意見も出 

されたが、家庭浄化槽への補助は議会で具体的検討を約していることから 

団地補助金を前進すべきとの意見が多数を占め、採択とした。 

 

これらを解読すると、当時の議会は一般家庭の浄化槽にも補助を与える前提で、 

 団地浄化槽の補助金交付を採択している。 

また、一般家庭のし尿浄化槽(単独槽)の約２～３割の家庭で維持管理がなされ

ず、汚濁放流水が流出している状況も把握し、この対応の必要性も認識している。 

しかも、被告が再三述べる当該団地浄化槽の交付の公平性の視点は、単独浄化 

 槽と比較してではなく、し尿汲み取り世帯と比べて浄化槽世帯の負担が大きいか

ら、団地浄化槽も一般家庭浄化槽も同様に補助をすべきとしている。 

しかし議会は、その後、一般家庭の浄化槽への補助は放置したまま現在に至っ 

 ている。 

一方、当該団地浄化槽には、下表のように昭和６０年の１１８万円の交付額を 

 皮切りに年々増加し、平成１３年には２３４万円と当初の倍の金額が交付されて

いる。 

  そこからは１０％減で１１年間交付を続け、最終平成２４年度は８０万円で下 
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 水道に接続し終了した。平均額は１６５万円と当初の額を大きく上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この様に分析すると、当該補助金は特定の団体に、既得権益的に、補助が続けら

れたことは明らかである。 

 

第４ 被告準備書面(４)第１の２の(４)本件事業の公益性及び社会的需要度につい

て 

当該大型合併浄化槽の構造上の義務化は、昭和４４年に旧構造基準で、維持管 

理は、公害防止の観点から成立した水質汚濁防止法で、昭和４５年にその義務を

県に管理される形で厳しく負った。 

一般家庭用浄化槽は、浄化槽法で平成１３年から合併槽が義務化された。 

従って大型合併浄化槽の義務化の始まった時期は、一般家庭では浄化槽は単独 

 槽の設置が義務であった。 

なぜ小型槽の合併槽の義務化が大型槽のそれから３２年も遅れたのかを詳述し 

 一概にこの両者の処理性能の違いからのみ補助の妥当性を論じることの不公平性

と、被告の論理の時空的矛盾、さらには他市町村でおこなわれる単独槽への補助

金交付の意義をも詳述する。 
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大型浄化槽の基本技術は、工場等の産業廃水の処理方法として、既に処理コス 

 トの低廉化も含めて確立していたので、国は昭和４４年という早い時期から容易

に法的に義務化することができた。 

一方、一般住宅用の小型合併浄化槽の義務化が大型槽のそれから３２年も遅れ 

 たのは、大型槽と違い、産業用の技術を流用できず、官が主導して開発せざるを

得なかったという事情がある。 

厚生省の外郭団体の(財)日本環境整備教育センターが主導して昭和５０年代か 

 ら技術開発が開始されたが、コストの低廉化は難しく、平成９年に㈱クボタの発

売した初号品(甲１６)の本体価格は６６万円であった。(ちなみに同社の昭和５７

年発売開始の単独浄化槽の初号品は１７万円) 

あまりに高価なので、国は負担の公平性を確保するために、一般家庭の小型合 

 併浄化槽に対して、単独槽との差額分を補助すべく、市町村に国の交付金を準備

したうえで、平成 13 年からその義務化を実施した。 

    

  上記を認識したうえで被告の主張を検証する。 

① ②について 

   公共用水域の保全の政策について、平成１６年の「大磯町生活排水処理基本

計画」から引用し、下水道の整備、合併浄化槽の普及を挙げている。 

まさに当時の施策としては当然で、更に、同報告書では維持管理の重要性に

触れ、維持管理補助金制度の創設を町長に提言している。 

   被告は、昭和５０年以降と区切り、上記の施策を検証している。 

   大型合併浄化槽の義務化は昭和４４年で、当該浄化槽の建設は昭和５３年で 

あるが、大磯町の下水道事業の開始は平成４年、小型合併浄化槽の義務化は平

成１３年である。 

 従って、昭和５０年以降と区切った場合、当然それらを迅速に行うことは、
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不可能なので、比較すること自体適当ではない。  

   さて、合併浄化槽の普及とは、義務ではないものを設置させることを言うの

であるから、その普及可能期間は小型合併浄化槽販売開始の平成９年ごろから

義務化の１３年までとなるが、大磯町がこの期間において補助金を出し、普及

を促進した事実はない。 

   また、平成１３年の義務化後の場合は、浄化槽の普及とは、単独槽の合併槽

への転換を指す。この補助制度はあるが利用はほとんどない。 

   そして、一般家庭浄化槽の維持管理を行わせるべく提言された平成１６年の

生活排水処理基本計画で提言された維持管理補助金制度は、いまだに創設され

ていない。 

   被告は「昭和５０年以降、浄化槽すら未設置の世帯が尐なくなく、設置され

ていても単独槽が一般的であった。」と述べるが、小型と大型の合併浄化槽を同

じ土俵で論じていて、誤解を招く表現である。 

   事実は「浄化槽未設置の世帯とは、し尿汲み取り世帯のことであるが、公共

用水域になんらの汚濁物質をも排出しない。また、小型単独浄化槽は平成１３

年まではそれが義務であり、一般的であった。同様に、大型合併浄化槽は、昭

和４４年からは義務であり、一般的であった。」である。 

   全国の維持管理補助制度では単独槽にも補助金を交付する市町村が多数ある。

その趣旨は、性能で劣ってはいるが、当時はそれが義務であり、何よりも維 

持管理がされなければ、河川に多大な負荷を与えるからである。 

   大磯町は、当該補助金開始時に町内には既に単独槽が多数設置され、しかも

その２～３割が維持管理されておらず、多大な汚濁負荷を河川に与えているこ

とを把握しながら、汚濁負荷の軽減に対する費用対効果のない当該維持管理補

助金をのみ温存する一方で、現在までなんらの対策もとらずに放置したままで

ある。 
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③について 

各種浄化槽の主な汚濁物質の除去率(％)は、国立環境研究所の資料(甲１－３ 

  ４)によると次表のとおりである。 

 ＢＯＤ Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 

下水道 １００ １００ １００ 

単独浄化槽 ６５ １２ ２５ 

合併浄化槽 ９０ ２７ ３７ 

高度合併浄化槽 ９５ ８０ ９０ 

合併浄化槽の汚濁物質の除去率は、単独浄化槽に比べれば高いが、高度合 

  併浄化槽や下水道処理に比べれば低い。（だから下水道に接続するのであろ 

う） 

 したがって、長谷川の上流の山に降った雤が地層から滲み出て川となり、基

本的に汚濁物質のないきれいな川に、当該浄化槽から相応の汚濁物質が排出さ

れているのは科学的事実である。 

 何より、川底は赤茶け、魚のいない川が、到底環境保全されているとは言え

ない現況がある。  

 

④について 

  小型合併浄化槽は小型単独浄化槽よりも、設置費、維持管理費ともに嵩むこと

は当然である。しかし、当該大型浄化槽は小型単独浄化槽よりも一戸当たりに換

算すると、設置費、維持管理費共に低廉である。 

（被告は準備書面（４）第１の２の(８) 頁８で当該浄化槽は単独浄化槽世帯

より維持管理費は低廉とし、これを認めるとしている) 

 

 ⑤について 

  被告は、当該補助金は、町民間の不公平の緩和とするが、当該浄化槽を使用し
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ている世帯はおそらく、町内で最も低廉な設備費、維持管理費の恩恵を受けてい

るうえに、補助金を受けていて、むしろ不公平の増幅である。 

  また、この補助金が合併浄化槽の設置世帯の増加を促すと述べる。既に合併槽

はすべて義務化されているので、これは単独槽から合併槽への転換を促すとの意

であろうが、前述したように補助金を交付してもその転換は容易ではないのに、

当該補助金がそれを促すとは｢風が吹けば桶屋が儲かる｣式の理屈で、現実味は全

くない。 

  

第５ 被告準備書面(４)第１の２の(５)  ３年に一度の審査について 

｢原告の３年に一度の審査との主張は、誤解である｣と主張するが、当方が受け 

取った平成２３年６月３日発行の被告発行の行政情報不存在決定通知書(甲１７)に 

は次の記載があり、誤解ではなく事実である。 

 

３年経過した補助金は、査定基準に基づき補助を継続するか廃止するか判定す 

ることになっており、補助を継続する事業と判定された場合には、そこから３ 

年間が補助期間となる。 

 平成２０年度に補助事業審査表を作成し、その結果継続となった事業はＨ 

２１～２３年度の３年間が補助期間となるため、Ｈ２２年度補助事業審査表、 

Ｈ２１年度補助事業審査表(１枚目)については行政情報が存在しない。 

 

第６ 被告準備書面(４)第１の２の(６) 最近の水質保全寄与の概況についての反

論 

１ 被告は大磯町の下水道普及率が低いと述べる。 

だからこそ、河川の環境保全に効果的な施策は、一般家庭の浄化槽の維持管理

を実行させることである。 

県管理の大型浄化槽はすべて、また、一般家庭小型浄化槽の７～８割は正当
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に行っている。しかし、単独槽、合併槽を問わず２～３割の、不当にも行ってい

ない一般家庭小型浄化槽の対応が河川の環境保全には重要であろう。 

(この趣旨から、単独槽にも維持管理補助金を交付する自治体は、東京都全域、

神奈川県相模原市等多数ある(参考：甲１－１５環境省資料)) 

 

２ 被告は、最近は環境基準を満たしていると述べる。 

河川のＢＯＤ値は、雤が降れば数値は尐なく、渇水ならば大きくなり、また年

に一回のサンプリングでは、不確実な要素はとてつもなく大きい。しかし、多く

のデータを見れば概略は把握できよう。 

下表は、長谷川の大磯町が観測開始を始めた昭和５０年からのＢＯＤ数値である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この当該浄化槽の設置前後の平均値は次のとおりである。 

前 昭和５０年～昭和５３年 ４サンプル ８．４㎎/ℓ 

後 昭和５３年～平成２４年 ３４サンプル ９．８㎎/ℓ  

 このデータからも、魚・水生生物のいない長谷川の環境が保全されていないこ

とは明らかである。 

 被告は、近年の値の減尐について当該浄化槽が寄与している証左とするが、当

該浄化槽が性能を上げた訳でもなく、平成１３年の単独浄化槽の設置禁止以降、

約３５％のその減尐（甲１８）が主要因であると推測される。 
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第７ 平成２４・２５年度団地会員向け決算報告書の「管理基金」の部(乙１５の２

及び乙１６の２)と繰越金残高の検証 

被告は、多額の繰越金は浄化槽撤去関連費用として約９０００万円を充ててい

て、また充てる予定であったとして、補助金の交付を正当とする。 

  しかし、浄化槽の撤去費用は最大でも７００万円程度と推測され、本浄化槽 

維持管理事業の終了時の剰余金は約１億３７５０万円を超えると推測されること 

を詳述する。 

 

１ 下水道開設に伴う費用(下水道受益者負担金－49,935,360 円(乙１６－２)、排水

設備確認申請費－平成２４年度 4,200,000 円 (乙１５－２ )、平成２５年度

10,227,000 円(乙１６－２))を撤去関連費用として当該事業から支出しているが、

下水道事業は本来別会計である。 

下水道事業の受益者負担金は、宅地面積の㎡当たり 377 円を負担する制度で

あり、また排水設備確認申請は、下水道を接続するに当たり各戸の配管の調査と

下水道供用開始を申請する費用であり、これも浄化槽の撤去とは関連しない。 

従って、この 64,362,360 円は当該事業の剰余金に相当する。 

       

２ 汚水処理場撤去費用として 29,925,000 円が都市環境整美株式会社に支払いと

して計上されている。(乙１６－２) 

大磯町で解体業を主に営む某土建業者に、当該浄化槽施設の解体撤去につい

て問い合わせたところ、見積もりを提出したとのことで、その仔細、経緯を聞

くことができた。それによると 

(１) 見積もりの依頼は石神台団地からであったが、見積もりの提出先は都市

環境整美式会社にとのことで、当該会社は既に受注し、その下請けとして業

者を選定しているとのことであった。 
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   ちなみに、当該会社は長年にわたり、浄化槽の保守点検管理を年間契約で

請け負っていた東京に本社を置く会社である。 

   当初は町の業者の入札で選定をするとしていた(甲６)のに、また、直接に

地元の業者に発注したほうが、経費は安く上がるのに何らかの理由があるの

であろうか。 

(２) 施設の解体および産業廃棄物として撤去、更地に復帰する費用として約

９００万円の見積もりを提出した。(甲１９) 

(３) 更なる値引きを要請され、撤去ではなくコンクリートをほとんど埋設す

る工法、それは地下部の水槽の底部に穴をあけ、水がたまらないようにし、

地上部のコンクリートを破壊したうえで水槽内に敷き詰め、土壌で埋没させ

る工法であった。 

破砕コンクリートを経費のかかる産業廃棄物として処理せずに、工期も圧

縮できることから２００万円減額した約７００万円の再見積もりを提出し

た。しかし、受注はできず、伝え聞いたところによると、都市環境整美株式

会社の関連業者に同様の工事で下請けをさせたそうである。 

  

  そうすると、約３０００万円とする撤去費の見積もりは、約７００万円だった 

という事実はどういうことであろうか。なんらかの外的要因がそうさせるのであ 

ろうが、それは補助金の交付、つまりこの進行中のこの裁判の対応としか考えら 

れない。 

 

３ 平成２５年度団地会員向け決算書の維持費の部(乙１６の１)について 

   約３カ月稼働したが、住民の管理負担金はなく、繰越金を取り崩している。 

  当該団地の下水道への接続は平成２５年６月２５日である。とすると、年間の

４分の１の期間、当該浄化槽は稼働したことになる。 

決算の金額と前年度の４分の１の金額を比べ、過不足の金額を表にまとめる。 
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 決算額 前年度実績額の 1/4 の金額  過不足 

施設保安費 2,053,800 1,540,350 ＋513,450 

汚泥引抜料 1,885,464 1,393,119 ＋492,345 

水光熱費 2,652,272 1,222,943 ＋1,429,329 

計 6,591,536 4,156,412 ＋2,435,124 

 

約６割も想定金額を超えていて、特に水光熱費は想定金額の倍以上が計上さ

れていて、剰余金を決算書上で削減したのではないかとの疑念が生じる金額で

ある。この水光熱費の領収書等の証拠資料を提示されたい。 

   当該年度は、補助金を交付されていないが、長期間にわたり補助金を交付し

てきた団体の剰余金の使途を大磯町は追及する義務があるし、何よりも当該団

体は、一般町民に対し説明する責任がある。 

 

 以上から、平成２６年３月３１日の残高 50,252,537 円に、下水道関連費用の 

64,362,360 円と撤去費として計上された 29,925,000 円と実際の金額 7,000,000 円 

の差額 22,925,000 円を加えた金額 137,539,897 円が尐なくとも、剰余金として残 

ったと推定される。 

 

この団地住民は、総計約５０００万円の補助金を交付されながら、一般家庭より 

も相当安い年間２～３万円の負担で法に定められた浄化槽を法に則っとった維持管

理を長年に亘り行ってきた。 

その結果、最後の 9 カ月は、その剰余金で負担金を支払うことなく、維持管理 

を行い、それでも１億３７５３万円が残金としてある。この金額は、年間事業収入 

の８回分に相当する。 

一般家庭では、法に定められた単独あるいは合併浄化槽、もしくは単独浄化槽と 

定められていながら、例えば大磯町の要綱の規制で合併浄化槽を設置し、維持管
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理してきた住民は、高負担にもかかわらず、補助金を交付されていない。 

これは、法の下の平等に反する。 

 

第８ 被告準備書面(３)第２の１の基本的公益性と２の(１)事業目的と活動につい

て 

 

被告は｢当該浄化槽は、単独浄化槽の新設が禁止される浄化槽法の改正(平成１３

年)以前に建てられた合併浄化槽を建設したのであるから補助金を交付している。し

かし、浄化槽法の改正(平成１３年)後は、合併浄化槽は義務化されたことから、他

の同様の集合住宅にあっては補助金の申し出はない｣と述べる。 

 被告は、訴状の第２の３の浄化槽に関する法規制等に反論しないとしながら、こ

れに反する矛盾する論旨を述べ、浄化槽に関連する法の構成とその変遷を理解して

いないので経時的に詳述する。   

１ 当該大型浄化槽は昭和５３年建築である。昭和４４年の国交省制定の旧構造基

準で５０１人槽以上の浄化槽は既に合併浄化槽と定められていた 

２ 当該浄化槽の建築された翌年の昭和５４年に、概ね人槽数５１人以上(排水量１

０㎥日以上)の浄化槽は、大磯町開発指導要綱(甲Ⅰ－１１)で合併浄化槽と定めら

れた。１の５０１人槽以上は既に国交省により合併浄化槽と定められているので、

大磯町ではこの時点で５１人槽以上の浄化槽はすべて合併浄化槽と定められたこ

とになる。 

 (とすると、被告の言う｢平成１３年の浄化槽法の改正後の、合併槽が義務化さ 

れた他の集合住宅｣との主張は真実ではない。) 

３ 従って、大磯町においては、平成１３年の環境省制定の浄化槽法の改正による

単独浄化槽の新設の禁止は５～５０人槽の小型浄化槽についてであり、当該団地

浄化槽の構造には全く関連しない。 

 実際の、平成１３年の浄化槽法の改正(単独浄化槽の新設禁止)直前の平成１２年
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度末の合併浄化槽の人槽数別設置基数を同時点での合併槽の設置義務の有無と共に

次表に記す。 

 人槽数 設置基数 合併槽の義務とその法等規制 

１ ５～５０ １７６ 法的義務ではない  

２ 

 

５１～５００ ４３ 法的義務ではないが、昭和５４年大磯

町開発指導要綱で合併槽と定められた 

３ 

 

５０１～ ９ 国交省構造基準で昭和４４年から合併

槽と定められた 

       平成１２年度末の合併浄化槽の設置基数 

 

被告は、「合併槽をその法的義務化前に設置をしたことに対し、負担の不公平的

な面から補助を実施している」(甲１－１７)と交付の理由としている。 

しかしこれは、以上を勘案すると明確に誤りで、法的義務化前に設置された合

併槽の数は、上表の１と２の合算の２１９基で、この２１９基は、補助を受けて

いない。 

 

第９ 一般補助金として交付 

公募型補助金は、町長が公募によることが妥当であると認める事業、一般補助

金は、町長が公募によることが妥当ではないと認める事業と明確に区分する補助

金であるが、大磯町補助金等交付規則では、共に、補助金交付の申請をその詳細

と効果を記し、申請書を提出しなくてはならない。（第 3 条） 

  そして町長はそれを受け、審査を行い、条件を付し、交付の決定をしなければ

ならない。（第４条） 

  しかるに被告は、一般補助金としてこれらがなされていないにも拘らず、交付

の決定を下し、それを正当化するために後日(平成２４年３月３０日)、団地汚水

処理場補助金交付要綱(乙２)を告示した。実際の補助金申請(乙１３－２)は、期の
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半ばを過ぎた１０月１０日に行われ、１０月２５日に交付の決定(乙１３－１)が

された。 

  この際提出の収支予算書(乙１３－４)では、事業収入(負担金)として１６８７万

円を計上しているが後期(１０月～)は、徴収しない(参考：乙１４－４)ことがすで

に決まっていて、言わばまやかしの予算書を提出している。 

これらは、手続きの適法性に欠ける。 

  そもそも、公募が妥当な事業として交付を６年間受けた当該補助金が、公募が

妥当ではない事業として交付を受けること自体、論理の矛盾があり、まず交付あ

りきで、実質的な審査及び評価が行われていないことの証左である。 

 

第１０ 求釈明の１ 

原告が主張した、昭和５３年頃の一般家庭用(５人槽)単独浄化槽の価格の４０

万円についての釈明を求められたので詳述する。 

価格は用地費、浄化槽本体費および設置工事・付属機器設置類費の合算である。

用地費は当時の大磯町宅地公示価格(甲２０)を引用する。 

本体は当該団地浄化槽がそうであったように、鉄筋コンクリート(ＲＣコンクリ

ート)の現場造りの躯体であった。 

大量生産のプラスチック製廉価品が出回るのは、あと数年先で、先駆的な会社

であるクボタ浄化槽株式会社の単独浄化槽の初号品(甲２１)は、昭和５７年であ

った。 

従って、このクボタ浄化槽株式会社の本体費および付属機器設置類費を提示し

同等と見積もる。 

下表に比較のため、当該団地浄化槽の価格も参考として掲載する。 

 戸

数 

用地費(注１) 

 

本体費 設置工事・付属

機 器 設 置 類 費

(注 4) 

  計 



 - 30 - 

単独浄化槽 

(5 人槽) 

１ 2 ㎡＠53,360 

106,720 円 

170,000 

円(注 3) 

139,000 円 

 

 

415,720円 

当該浄化槽 

(5,010 人槽) 

１ 0.9 ㎡＠53,360 

47,300 円(注 2) 

 

102,700 円 

 

150,000円 

注1  ㎡単価は昭和５３年大磯町宅地公示価格 

注2  面積は用地１８０坪(５９４㎡)を持ち分戸数６６７で割る 

注3  クボタ単独浄化槽 型式ＡＣ－５(昭和５７年発売開始) 

注4  全費用の４５／１００が設置工事費用・付属機器設置類費用(生活排水

処理施設策定マニュアル(甲１３)) 

 

第１１ 求釈明の２ 

本浄化槽は、補助金の請願書が提出された時は、既に性能にムラがあるとの評 

価があったとの主張に、釈明を求められたので、詳述する。 

  

１ 構造基準について 

  大型合併浄化槽は昭和４４年のその義務化以降、浄化槽メーカーの努力によっ

て、年々進歩を遂げてきた。その進歩に応じて、国交省の制定する構造基準も複

雑化してきた。 

 特に大きな改正は、昭和５５年の構造基準の改正で、それまでの基準は旧構造

と称し、以後の構造を新構造と称する。 

 その改正に際し、当時の建設省の説明(甲１－２８)は下記のとおりである。 

  

  旧基準の処理方式の中には、その性能が十分に発揮されなかったものや安定的

でなかったものがあったこと、また、一方では最近、処理技術の進歩が目ざまし

く、すでにいろいろな新処理方式が試験的に実施に移されていることなどの現状

を踏まえ、新たにし尿浄化槽の構造を再検討すべき時であるとの判断から、種々
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検討を重ね、今回の新構造基準が作成されたものであります。従って、新構造基

準は次のようなねらいをもって定められております。 

(１) 新処理技術の導入 

(２) 性能の劣る処理方式の廃止 

(３) より安定的な性能発揮を図るため、容量を拡大すること。 

(４) 一般構造の強化 

(５) 排出規制の強化、環境水域の保全に対応するために、ＢＯＤ以外の水質項目

についても対応できること。 

 

このように旧構造と新構造基準品の性能差異は明らかである。 

 当該団地浄化槽は昭和５３年の建築であるから旧構造基準で、新構造基準の告示

は建築から２年後の昭和５５年である。 

  ただし、浄化槽は容易に改修できないというその性質から、建築確認申請を提

出し許可されたときの構造及び水質基準のまま、その廃止まで、新たな規制にか

かわりなく使用は許される。 

 

２ 活性汚泥方式と散水ろ床方式について 

  旧構造基準(国土交通省告示第１７２６号)で定められた当該規模の浄化槽に定

められた方式は、第３の区分の合併処理槽の次の６方式である。 

Ⅰ長時間ばっき方式 

Ⅱ標準活性汚泥方式 

Ⅲ分注ばっ気方式 

Ⅳ汚泥再ばっ気方式 

Ⅴ循環水路ばっ気方式 

Ⅵ標準散水ろ床方式 

  このうちⅠ～Ⅴの５方式は活性汚泥方式で、当該浄化槽はⅡ標準活性汚泥方式
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である。 

散水ろ床方式はⅥの標準散水ろ床方式のみである。ともに水中の細菌の働きに

よって汚物を分解し、スラッジと呼ばれる残渣を取り出すことで処理を行う。 

活性汚泥方式は、空の水槽に処理水が満たされ、空気を激しく注入、ばっ気す

る方法によって各種名称がつけられている。 

標準活性汚泥方式の“標準”とは約８時間の標準的な時間ばっ気することから

名づけられた。Ⅰの長時間ばっき方式は常時ばっ気するが、それに比べると標準

活性汚泥方式は短く、従ってその処理は不安定で、汚泥の管理が難しく維持管理

への依存度が高い。Ⅲ～Ⅴの各方式は、いずれも標準活性汚泥方式の応用である。  

このように標準活性汚泥方式は、活性汚泥方式の中でも最も基礎的なそして単

純な構造である。 

  新基準で廃止された旧構造の方式に活性汚泥方式の全ばっ気式がある。この方

式と標準活性汚泥方式との違いは、スラッジを分離する専用の沈殿槽の有無だけ

である。   

 活性汚泥方式は、ばっ気による好気的細菌(酸素の必要な)作用機作が主体であ

る。また、水槽が空であることから、流量の変動負荷に弱く、汚泥の管理等保守

管理に非常に手間がかかる。(実際に、当該浄化槽のＢＯＤ値は、時折著しく高い

値が散見される。)この方式は、安価に建設できるが電気は多消費な方式である。 

 

 散水ろ床方式は、水槽に２センチ程度の担体と呼ばれる筒状のものが充填され、

その表面には菌体が付着し、そこを処理水が流れることで処理が進む方式で、河

川の自然浄化を人工的に再現、つまり好気的細菌作用機作と嫌気的細菌(酸素のい

らない)作用機作を同時進行することができ、安定した処理が可能である。 

 高価であるが保守管理は容易で電気も尐量で済む。(参考図書；昭和５７年 都

市の水循環(甲１－２６)、昭和４７年 微生物工学の応用(甲２２)) 
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 このような両者の性能上の違いから、保守点検回数を定めた昭和５９年の関係

浄化槽法では、活性汚泥方式はすべて１週間に１回以上の国家資格を持つ技術者

の保守点検が義務付けられた。当該標準活性汚泥法は、既述したように管理が難

しいため、５００１人槽以上の場合に限り設置が許可されるが、常設の管理者が

義務付けられる。当該浄化槽は月間１５日の管理で契約している。 

一方、散水ろ床方式は２週間に１回以上の保守点検と緩い管理とされた。 

 

 このようにみると、当該浄化槽の旧構造基準の標準活性汚泥方式は、請願書が

提出された昭和５９年時点では既に、汚水処理の性能上安定性に欠ける、つまり

性能にムラがあると評価されていたことは公知の事実である。 

 

第１２ 求釈明の３ 

被告準備書面（２）の４の（２）ウ で当該浄化槽の「約２７㎏もの汚濁物質」 

の試算の根拠を求められた。 

根拠は、住民監査請求を行った大磯町職員措置請求書の１７頁＜７＞長谷川の 

汚濁防止に協力 に記してあるが、書証を提出しさらに詳述する。 

 

住宅用の浄化槽とは、人の生活排水に含まれる汚濁物質を減じて、外部に排水 

する装置を称する。 

 通常の生活排水には、汚濁物質として一般的に使われるＢＯＤのほか、ＣＯ 

Ｄと海域や湖沼、河川で問題となる富栄養化(参考：甲２３)の原因物質であるＴ－ 

Ｎ（全窒素）、Ｔ－Ｐ(全燐)がある。 

 この量は生活排水の発生負荷原単位と称し、浄化槽に流入する水質つまり汚 

濁物質のリットル当たりの量(㎎/ℓ)で表す。書証｢生活排水の負荷原単位と各種 

浄化槽による排出負荷｣(甲２４)の表６では、次のように試算されている。 

 １人が一日に排出する水量は、ふろや食事の雑排水で２００リットル、し尿で 
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５０リットル合計２５０リットルである。この２５０リットル中に、例えばＢＯＤ 

の場合、雑排水で２９グラム、し尿で１６グラム合計４５グラムを含んでいるので 

４５グラム(４５，０００ミリグラム)/２５０リットル＝１８０㎎/ℓとなる。同様に 

ＣＯＤは２３グラム/２５０リットル＝９２㎎/ℓ,Ｔ－Ｎは９グラム/２５０リットル

＝３６㎎/ℓ、Ｔ－Ｐは１グラム/２５０リットル＝４㎎/ℓとなる。 

 次に、この原水が当該浄化槽で浄化され、排水される㎎/ℓを各々求める。平成２ 

３年１０月６日の県の立ち入り検査時の資料によるとその日の排水の分析値からＢ 

ＯＤ３．３㎎/ℓ、ＣＯＤ７．３㎎/ℓとなっている。 

 Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐについては測定していないので、書証の国立環境研究所資料 

(甲１－３４)の合併浄化槽のその除去率(残留率)から次の計算式により算出する。 

 Ｔ－Ｎ ３６×０．７３＝２６．２８㎎/ℓ 

Ｔ－Ｐ  ４×０．６３＝ ２．５２㎎/ℓ 

 当日の排水量は６８６㎥となっているので、これを乗じると各汚濁物質の排出量

が試算できる。 

  

 では、当日の原水の汚濁物質総量、河川への排出総量と浄化槽での除去量(除去率)、

を試算してみる。 

原水 (１８０＋９２＋３６＋４)㎎×６８６，０００ℓ＝２１４㎏ 

排出 (３．３＋７．３＋２６．２＋２．５)㎎×６８６，０００ℓ＝２７㎏ 

除去量 ２１４－２７＝１８７㎏(除去率８７％) 

これらを科学的に考察すると 

○ＢＯＤの除去率は１－３．３/１８０＝９８．２％である。 

○一般的な合併浄化槽の総汚濁物質の除去率は、８７％程度で１３％は排水されて

いる 

このように、一般の合併浄化槽では、ＢＯＤ値が尐なくとも総汚濁物質量は、尐 

なくない。 
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もし、この当該浄化槽の排水で湖沼を作り、魚を飼育したと仮定すると、環境基

準では汚濁に強いコイ、フナ等の生息する水域の環境基準値(甲２５)は、ＣＯＤは

５㎎/ℓ、全窒素（Ｔ－Ｎ）で１㎎/ℓ、全燐（Ｔ－Ｐ）で０．１㎎/ℓであり、当該浄化

槽の排水はこれを大幅に超えていて、湖沼はアオコが大発生し魚は、早晩死滅する

程の水質である。 

従って当該浄化槽は、被告が述べるように環境の保全に寄与していることはない。 

 

第１３ 求釈明の４ 

 当該補助金の請願書の提出時の一般家庭単独浄化槽及び当該団地浄化槽の一戸当

たり維持管理費のそれぞれ 37,651 円、15,351 円の試算根拠に付き説明を求められ

た。 

 これについては、住民監査請求書(甲１－１)の頁１５及び１６の＜５＞維持管理

費が年間 30,000 円の負担に増額 の項で詳細に説明しているのでそれを読まれた

い。 

 

第１４ 既判力について 

 被告は、準備書面（１）第２で、本訴は既判力ないしそれに類似する争点効等の 

効力により却下すべきであると主張する。 

 しかし、本訴と被告の主張する前訴では訴訟物が異なる。したがって、そもそも 

既判力の問題にはならないのは当然のことである。 

 また、争点効なる概念は実務上認められていないし、そもそもその内容を被告は 

明らかにしていない。仮に、認められるとしても本訴に適用はない。したがって、 

これらの被告の主張は失当というほかない。              

                               以上 
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平成２５年 (行ウ) 第３４号 公金支出金返還請求事件 

 原告 特定非営利活動法人ソーシャルファーム大磯 外１名 

 被告 大磯町長 中﨑久雄 

                         

 平成２６年６月３０日 

 

横浜地方裁判所 第一民事部  御中 

 

            原告 特定非営利活動法人ソーシャルファーム大磯 

                      代表者理事 添田 正直 

            原告 添田 正直 

 

          証拠説明書(２) 

 

号証 標目 原本 

写し 

作成年

月日 

作成者 立証趣旨 

甲４ 行政情報一部

公開通知書 

原本 平成 26

年 5 月 9

日 

大磯町

長 

事業報告書に対する監査の記

録を情報公開したが、発行され

たのは確定通知書を発行して

よろしいかとの伺い書で、監査

はしていないことを示す 

甲５ 浄化槽の維持

管理費用に関

する調査報告

書 

写し 平成 19

年 10 月 

環境省

(委託

調査) 

浄化槽の人槽数別、処理方式別

の維持管理費用の調査、一般家

庭の小型合併槽の高額な維持

管理費用の詳細 
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甲６ 石神台自治会

臨時総会資料 

写し 平成 24

年 8 月 5

日 

石神台

自治会 

管理基金の金額及び利用者の

明細 

 

甲 7 大磯町行政改

革推進委員会

について 

写し 平成 19

年 3 月

22 日 

大磯町 行政改革推進委員会の役割及

び組織図、委員会開催経過(補

助金改革は第 4回から 6回で議

論され提言書をまとめたこと) 

甲 8 第 4 回行政改

革推進委員会 

写し 平成 16

年 4 月

13 日 

大磯町 補助金の交付状況 

 

甲９ 第５回行政改

革推進委員会 

写し 平成 16

年７月

21 日 

大磯町 当該補助金も含めた既得権益

の議論、返還議論等 

 

甲１０ 第６回行政改

革推進委員会 

写し 平成 16

年 10 月

26 日 

大磯町 団体補助金制度の見直しにつ

いての提言書の作成 

 

甲１１ 団体補助金制

度の見直しに

ついて 

写し 平成 16

年 10 月 

大磯町 提言書 

 

甲１２ 大磯町の行政

改革に関する

提言について 

写し 平成 17

年 11 月

2 日 

行政改

革推進

委員長 

町長に対する補助金等の提言 

 

甲１３ 汚水処理施設

の効率的整備

促進に関する

調査 

写し 平成 21

年 3 月 

環境省 頁６ 浄化槽撤去費用９万円 

頁３ 表―２ 浄化槽設置費

用別の費用比率－本体費用が

５５％で４５％が諸工事費で
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あること 

甲１４ 大磯町議会だ

より 

写し 昭和 57

年７月

25 日 

大磯町

議会 

浄化槽問題を探る 

「家庭浄化槽に補助を」 

「総合的なし尿処理行政を」 

甲１５ 大磯町議会だ

より 

写し 昭和 57

年 10 月

25 日 

大磯町

議会 

賛・否両論僅差で採択 

「一般浄化槽家庭とのバラン

スを」 

甲１６ 小型合併浄化

槽パンフレッ

ト 

写し ― ㈱クボ

タ 

平成９年発売開始の一体成型

型小型合併浄化槽の価格―  

６６万円 

甲１７ 行政情報不存

在決定通知書 

原本 平成 23

年 6 月 3

日 

大磯町

長 

平成２０年度に審査表を作成

したので３年間が補助期間と

なり、平成２１，２２年度は審

査表がないこと 

甲１８ 平成２４年度

末における浄

化槽の設置状

況等について 

写し 平成 26

年 1 月

31 日 

環境省 単独槽の基数は、平成１３年の

単独槽の設置禁止の浄化槽法

の改正以降、平成２４年度末で

概ね３５％減尐したことの資

料 

甲１９ 見積書 写し 平成 25

年７月

10 日 

熊沢建

材 

浄化槽設備の解体撤去費用及

び跡地整備工事の地元業者の

見積書 

甲２０ 住宅地地価公

示(価格) 

写し 昭和 53

年 

国土交

通省 

昭和５３年大磯町宅地価格 

 

甲２１ 小型単独浄化

槽パンフレッ

写し ― 

 

㈱クボ

タ 

昭和５７年発売開始の一体成

型型小型単独浄化槽の価格― 



 - 39 - 

ト １７万円 

甲２２ 書籍｢微生物工

学の応用｣ 

写し 昭和 47

年 12 月

1 日 

七字三

郎 

著作 

昭和４７年時の排水処理関連

書籍 

 

甲２３ 

 

水環境と生態

系の回復を目

指した水域の

富栄養化をく

い止めるため

の意識啓発活

動等 

写し 2008 年 フジク

リーン

㈱ 

富栄養化の詳細 

 (日本水大賞) 

 

甲２４ 文献｢生活排水

の負荷原単位

と各種浄化槽

による排出負

荷｣ 

写し 2006 年

5 月１日 

藤村葉

子 

(千葉

県環境

研究セ

ンタ

ー) 

生活排水発生負荷原単位― 

生活排水に含まれる汚濁物質

濃度(㎎/ℓ) 

甲２５ 公害対策基本

法にもとづく

「水質汚濁に

係る環境基準

について」と題

する告示の別

表２ １河川

（２）湖沼 

写し 昭和 46

年 12 月

28 日 

環境省 もし、この浄化槽の排水で湖沼

を作り、魚を飼育したと仮定す

ると、当該浄化槽のＣＯＤ，全

窒素、全燐の濃度（㎎/ℓ）は環

境基準を上回っていること 
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