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第 1 被保全権利

1 債権者の建物の所有権

別紙物件 目録記載の建物 (以下 「本件建物」 とい う。)は、債権者が所有する

建物であり、地方 自治法第 238条第 4項所定の行政財産である。

債権者は、本件建物を平成 17年 8月 以降会議室 として使用 していた。

2 本件建物の目的外使用許可の経緯

(1)債権者は、平成 22年 1月 から、本件建物を債務者鎌倉市職員労働組合 (以下

「市職労」とい う。)の事務所 として地方 自治法第 238条の4第 7項の規定に

基づき、行政財産の目的外使用許可をしてきた。 ≫

上記 目的外使用許可については、債権者は、地方 自治法第 238条の 4第 7・項

に基づく行政財産の 目的外使用許可は、「その用途又は目的を妨げない限度に

おいて」認められるものであることから、1年度毎にその可否について検討 し、

年度単位で許可をしていた。

そ して、平成 26年度の許可に当たつては、後述のとお り、同年度中に本庁周

辺執務室改善計画を策定する予定であったため、債権者は、許可条件に 「今後
‐

の庁舎の利用計画の見直 しや分庁舎の建替計画の中で、市の行政執行のための

必要なスペースの利用優先度を考慮 した結果、庁舎内に組合事務所や掲示板設

置場所を確保することが困難 と思われる時は、行政執行の優先に協力すること」

を明記 し、使用許可書を市職労に通知 した (疎甲 5の 1)。

なお、債務者鎌倉市職員労働組合現業職員評議会 (以下「現評」とい う。)は、

鎌倉市の現業に携わる職員で組織 されている労働組合法に規定する労働組合

であり、地方公務員法に規定する職員団体である市職労の一部を構成する組合

であつて、現評 も市職労とともに、本件建物を組合事務所 として使用 している。

(2)債権者においては、狭院になっている執務室スペースや会議室の確保が困難

になっている現状はかねてより課題 となってお り、また、新たな行政需要への



対応や食堂の整備などの課題解決に向けた改善策を検討するため、平成 26年 4

月に本庁周辺執務室改善計画検討会議 (以下「検討会議」とい う。)を設置 し、

平成 26年 4月 4日 から平成 26年 10月 29日 までに全 8回会議を開催 した。

検討会議の中で、同じ敷地内に建設 されている旧図書館、902会議室及び本件

建物は解体し、新たに分庁舎を建設するとともに、これを旧図書館の耐震性が

不明確であったため旧図書館から暫定的に移転 しているおな り子 どもの家、子

ども会館、会議室及び執務室 として利用する方向性が確認 され、以後、債権者

は、以下述べるとお り、市職労及び現評 (以下 「債務者 ら」 とい う。)と の間

で組合事務所の移転について協議をしてきた。

ア 平成 26年 11月 13日

債権者は、上記の検討会議の検討結果を踏まえ、市長決裁を受け、本件建

物の解体及び新庁舎である第 5分庁舎建設を決定 した。

この決定を受け、同日、債権者は、市職労の当時の委員長に本件建物の解

体、第 5分庁舎建設についての概要を説明し、平成 27年度は物理的に目的

外使用の許可はできない旨を説明した。

イ 平成 26年 12月

12月 9日 に、市職労の委員長の職場である納税課において、委員長に対

し、債権者から新庁舎建設の計画変更はできない旨を回頭で伝え、今後協議

の場を設けることとなった。

その後、平成 26年 12月 議会において、第 5分庁舎を建設するため、本件

建物を含む旧図書館等及び第 1分庁舎の既存建物の解体費用 (総額約 1億円

うち本件建物及び旧図書館の解体に係るもの約 2,800万 円)の補正予算が平

成 26年度平成 27年度の継続費 として可決 された。

同月下旬頃、債権者は、本庁舎敷地内には他に貸せる場所がない状況の中

で、地下の環境保全課作業員控室 ぐらい しか貸す場所がない と考え、平成

26年の年末ごろ、非公式に市職労の書記長にその旨を口頭で伝えた。



ウ 平成 27年 3月

債権者が債務者 らに対 し、移転先候補地についての検討状況を確認 したと

ころ、本庁舎地下の控室については納得 していないが、仮に移転する場合の

要望を聞いたところ、空調機等の整備の要望が寄せ られた。

市職労から平成 27年 3月 31日 に平成 27年 4月 1日 から6月 30日 までの

本件建物に係る行政財産の目的外使用許可申請書 (疎 甲4の 2)が提出され

た。本件建物は平成 26年 12月 の補正予算により旧図書館を含め一体で解体

の予定であったが、旧図書館の保全を求める陳情が提出される中で、債権者

は、保全の取扱いについて検討 していたため、解体時期が定まらない状況に

あることから、平成 27年 6月 30日 までの許可を行った (疎甲 5の 2)。

工 平成 27年 4月 27日 市職労の書記長 と面談

書記長から、債権者に対 し、本庁舎地下の環境保全課作業員控室への移転

については、「地下の提案は立ち話 として認識 している。解体が決まってい

るなら引っ越 さざるを得ないが決まっていないので組合の中でも決定でき

ない。地下スペースは喫煙所に隣接 していることが課題である。市職労の職

員は地下へ行 くなら辞めるといつている。居座るつもりはないが正式に話を

するタイ ミングになっていない。」 と言 う事の話があつた。

オ 平成 27年 5月

債権者は、 5月 に入つてから、障害者福祉課の執務室改善の必要性や大船

行政センターに暫定的に配置 していた勤労者福祉担当の本庁舎への移転の

必要性が判明し、対応を検討することとした。

債権者は、4月 の時′点で市職労の書記長から、「市職労の職員は地下に移

転するなら辞めると言つている。」とい う話を聞き、地下への移転について

は難 しいと考えていたため、地下のスペースを利用 してこれ らの課題解決を

図ることとした。

力 平成 27年 6月 2日 市職労の書記長 と非公式協議



債権者は、書記長に対 し、本庁舎の執務室スペースは事務執行に当た り足

りない状況にある、このため、庁舎外にスペースを求め、賃貸借契約を締結

して執務室を確保 している状況にあること、それでもなお、スペースが足 り

ないことから地下スペースも活用 しなければいけないこととな り本庁舎敷

地内での組合事務所の確保は厳 しい旨を説明した。また、債権者は、本庁舎

敷地外への移転の可能性 として深沢クリーンセンター、鎌倉消防署 (疎 甲 16)

を挙げた。

書記長は、「本庁舎のスペースが足 りないから目的外には貸せないとい う

のは受け入れ られない。社会的常識から大きく外れていると言わざるを得な

い。」 とのことであった。

キ 平成 27年 6月 17日 市職労の書記長 と非公式協議

6月 末 日をもつて許可期限となるため、移転先について協議 した。

書記長は、本庁舎敷地以外への移転は考えられないとのことであった。

ク 平成 27年 6月 26日

市職労から本件建物の目的外使用について、7月 1日 から 1カ 月の許可申

請書が提出された (疎 甲4の 3)。

ケ 平成 27年 6月 30日

債権者は、組合事務所の移転先の協議が整っていないことから、平成 27

年 7月 1日 から 7月 31日 までの目的外使用を許可 した。その際、期間満了

後の 8月 1日 以降については、継続許可を予定 していないことを許可書に明

記 した (疎甲 5の 3)。 また、債権者は、本庁舎敷地内に組合事務所のスペ

ースを確保することが困難な旨を記載 した「本庁舎敷地内における組合事務

所スペースの供与について」(疎甲 6)の通知を市職労の書記長に手交 した。

コ 平成 27年 7月 8日 正式協議

債権者は、債務者 らに対 し、本件建物を解体するに至った経過 と今後の解

体等の予定について説明した。併せて、現状の狭あいな本庁舎の現状では、

5



執務室を優先せ ざるを得ない状況で、代替え場所を本庁舎敷地内で確保する

ことは困難なことを説明した。

債務者 らからは、組合活動に影響を及ぼそ うとしている行為であり、不当

労働行為であるとの発言があつた。

サ 平成 27年 7月 22日  正式協議

債権者は、債務者 らに対 し、本庁舎の執務室利用計画、本件建物解体跡地

の利用計画について説明した。組合事務所の移転先候補地として、深沢クリ

ーンセンター、鎌倉消防署を正式に提示 し、庁舎外への組合事務所移転につ

いて理解を求めた。

シ 平成 27年 7月 29日

市職労から本件建物の目的外使用について、8月 1日 から 1カ 月の許可申

請書が提出された (疎 甲4の 4)。 これを受け債権者は、組合事務所の移転

先の協議が整っていないことから、平成 27年 7月 31日 に平成 27年 8月 1

日から 8月 31日 までの目的外使用を許可 した。前回の許可と同じく期間満

了後の 9月 1日 以降については、継続許可を予定 していないことを許可書に

明記 した (疎甲 5の 4)。

ス 平成 27年 8月 8日

債権者は、鎌倉市議会平成 27年 2月 定例会に旧図書館の保全を求める陳

情等が複数提出されたことを受け、議会での審議状況、保全を求める市民団

体の旧図書館の調査報告書、庁内での検討の結果を踏まえ、市長決裁を受け

て、旧図書館の解体方針を変更 し、旧図書館部分は耐震補強をした うえで保

全・活用することとし、本件建物を含むその他の会議室等は解体 し、空地部

分に増築棟を新たに建設 し、建築面積の関係か ら子 どもの家 。子 ども会館の

み として活用することとした。

セ 平成 27年 8月 12日

現評が、神奈川県労働委員会に対 し「実効確保の措置勧告申立書」を提出



した。

求める実効確保の内容は、「被申立人鎌倉市は、申立人鎌倉市職員労働組

合現業職員評議会に組合事務所 として現に貸与 している建物を本件審査終

結まで求めてはならない」とい うものであった。

同 日  正式協議

債権者は、市職労に対 し、組合事務所の移転先候補地 として、深沢クリー

ンセンター、鎌倉消防署を提示 した。また、許可期限は 8月 末なのでそれま

でに協議を整えたいことを説明した。

債務者 らからは、庁舎外であれば組合活動を阻害することになるため認め

られない。許可期限を延長 し協議 してほしいとの発言があつた。

夕 平成 27年 8月 19日  正式協議

債権者は、本件建物の解体に向けた 日程を説明し、最終的に 10月 末まで

の移転を要請 した。債権者及び債務者 らは、お互いの合意点を見出し協議 し

ていくことを確認 した。

チ 平成 27年 8月 25日

市職労か ら本件建物の目的外使用について、9月 1日 から2カ 月の許可申

請書が提出された (疎甲4の 5)。 これを受け債権者は、組合事務所の移転

先の協議が整っていないこと、本件建物の解体について年度内に執行するた

めには 10月 末 日までが最終期限となることから、それまでに協議を整える

こととし、平成 27年 8月 31日 に、10月 31日 まで目的外使用を許可 した。

前回の許可と同じく期間満了後の 11月 1日 以降については、糸区続許可を予

定 していないことを許可書に明記 した (疎 甲 5の 5)。

ツ 平成 27年 8月 31日 神奈川県労働委員会からの勧告

勧告内容は 「平成 27年 (不)第 9号不当労働行為救済申立事件が当委員

会に係属中であることにかんがみ、被申立人は、この事件の審査終了までの

間、申立人が被申立人庁舎敷地内において事務所の使用を継続することにつ



いて、申立人と誠意をもつて十分に協議すること」とい うものであつた (疎

甲 7)。

債権者は、この勧告の内容を真摯に受け止め、本庁舎敷地内に組合事務所

を置 くことにについて再度検討を行つた。検討の経過は、後述 「3 本件建

物の目的外使用許可の終了等の (2)」 に記載のとお りで、現在の執務スペ

ース環境 と会議室の利用状況を考慮すると、会議室の行政 目的以外への転用

は不可能とい う結論に至 り、本庁舎に近い市施設の利用の可能性についても

検討をはじめた。

鎌倉生涯学習センター、中央図書館、福祉センターの 3施設について検討

したところ、鎌倉生涯学習センター及び中央図書館は利用できるスペースが

見出せなかったが、福祉センターであれば目的外使用できる可能性があるこ

と (疎 甲 15)、 また、福祉センターであれば上記 3施設の中で最も本庁に近

く (疎 甲 14)、 債務者 らが主張する昼休み中の職員の各種手続きにも十分対

応できる立地であることから、施設の所管課 と調整を進めることとした。

テ 平成 27年 10月 7日  非公式協議

債権者は、市職労の書記長 と 10月 末までに協議を整えることを目指 し、

今後の協議 日程を 10月 15日 とすることを調整 した。その際、福祉センター

を移転先候補 として追加できるよう調整を進めていること、調整にはまだ時

間がかかるため、次の協議には具体的な施設名は挙げられないことを伝えた

ところ、書記長からは、次の協議の中で 822会議室を組合事務所 として使用

する要望を出すことを告げられた。

卜 平成 27年 10月 15日  正式協議

正式に債権者から債務者 らに対 して本庁舎近隣施設も含めて調整 している

ことを伝え、債務者 らからは、組合事務所の移転先を本庁舎敷地内第 4分庁

舎 2階 822会議室 とすることが提案 された。



ナ 平成 27年 10月 26日 非公式協議

債権者は、同日の協議に先立ち、822会議室については、本庁舎敷地内の

会議室の稼働率が 9割を超えていること (平成 27年 4月 現在 )、 第 1分庁舎

の使用停止に伴い、更に会議室が 2室減少 していること、会議室の使用実態

として審議会の開催等のほか、長期間占用する業務があり、会議を行 う場合

に会議室が確保できずに福祉センター等の会議室を利用する場合もあること、

下水道河り|1課の一部が本庁舎敷地内に収まらず業務が非効率 となっている中

で、行政事務執行上、本庁舎敷地内での会議室の確保を優先 していることを

理由に目的外使用許可できないと判断し、また、福祉センターは、本庁舎敷

地内ではないが、本庁舎東側出入 り口から約 480m(疎 甲 14)ほ ど、徒歩 5分

程度の距離にあり、本件建物が本庁舎東側出入 り口から約 130mほ ど、徒歩 1

分程度の距離であり、現在の場所 と比較すると本庁舎から遠 くなるものの、

債務者 らが主張する、職員の昼休み中の各種手続きにも十分対応できる場所

であると考え、これまで提示 している深沢クリーンセンター、鎌倉消防署に

加え、福祉センター及び空きスペースのある大船支所も提案することとした。

これ らを踏まえ、債権者は、同日の協議において債務者 らに対 し、822会

議室を組合事務所 として供与できないこと、本庁舎敷地内には目的外使用 と

して占用で供与できる余裕はない旨を説明し、以前から提案 している深沢ク

リーンセンター と鎌倉消防署のほか、福祉センターと大船支所であれば供与

できることく正式には 10月 28日 の協議で提案するので検討できないか口頭

で打診 した。

また、債権者は、福祉センターの供与可能なスペースが現在の組合事務所

と比較 して狭 くなることについて、協議に応ずることも伝えた。これは、債

権者 としては、組合事務所の倉庫スペースとして、深沢クリーンセンターや

鎌倉消防署を使用することについて、債務者 らからの申し出があれば協議す



る考えであったことによるものである。

債権者からの打診に対 し、債務者 らは、本庁舎敷地内に組合事務所が使用

できる場所をサテライ トとしてでも確保 してほしいと要望 した。

その際、債権者から、本庁舎敷地内に組合事務所がなくなることの支障に

ついて、改めて確認を求めたところ、債務者 らか らは、組合事務所を本庁舎

内に置かなければならない法的な位置づけはないが、労働法の考えから当然

であること、組合員の利便性の他、哲学であるとの回答があつたが、利便性

の点において、現在は、出先機関の職員が連絡調整の業務で本庁に来た際に、

組合事務所に立ち寄つて各種手続きをすることができるが組合事務所が本庁

舎敷地外に移転 した場合には、業務のついでに立ち寄ることができないとの

話があった。

なお、債権者 としては、勤務時間中に組合事務所に立ち寄つて手続きをす

るために本庁舎敷地内に組合事務所が必要であるとい う債務者 らの主張は、

地方公務員法第 35条の職務専念義務に反するものと考えているが、組合事務

所が本庁舎敷地内にあることの利便性 自体は認めてお り、だからこそ本庁舎

敷地内に組合事務所を供与することができない中でも、職員が職場 との往復

が可能な場所を探 し、本庁舎敷地に近い福祉センターを提案 したものである。

二 平成 27年 10月 28日  非公式協議

正式の協議に先立って行った債務者 らと債権者 との非公式の協議において、

債務者 らから、福祉センターに移転するのと同時に本庁敷地内にサテライ ト

を残せないかとの提案を受けた。サテライ トについての具体的な場所や広 さ

についての提案はなかった。

また、市職労の書記長から債権者に対 し、深沢クリーンセンター と鎌倉消

防署の施設概要 (エ レベーターがあるかどうかや施設の広 さ等)の確認があ

り、また、深沢クリーンセンターを倉庫 として使用することについて検討 し

10



たいとの話もあり、債権者 としては、組合事務所の機能を福祉センターに移

転するのであれば、現在のスペースよりも狭 くなることから、この要望に応

える考えであった。

債権者は、会議室の使用状況や本庁舎敷地外に執務室を借 りている状況か

ら、現時点ではサテライ トのためのスペースがないこと、今後も継続的に検

討するが、サテライ ト設置の時期は約束できないことを伝え、債務者 らとし

ても同日中に結論が出せず、正式協議は翌 10月 29日 に行 うことになった。

ヌ 平成 27年 10月 29日  正式協議

債権者から福祉センター3階への移転について理解を求めたところ、債務

者 らより、福祉センターヘの移転 と同時に本庁舎敷地内にサテライ トを用意

すること、それができないのであればサテライ トの設置時期を明確にするこ

とについて改めて要望された。

これに対 し、債権者は、債務者 らと 10月 29日 夜半まで非公式の協議を続

けた。

ネ 平成 27年 10月 30日 未明 正式協議

債権者は、本庁舎敷地内の執務スペースが足 りずに有償で敷地外に執務ス

ペースを確保 している状況について理解を求め、その上で債権者 としての最

大限の努力 として福祉センターや大船支所を追加提案 していること、サテラ

イ トの設置については今後も誠意をもつて労使協議を続けていくこと、本庁

舎の再編を含め、執務スペース改善 と合わせて継続的に検討することを伝え

た。

また、債権者は、サテライ トの設置及びその時期を明確にすることを約束

してほしいとい う債務者 らの要求に対 しては、いつサテライ トを設置できる

のか応える目途がない中で具体的な時期まで現段階で約束することはできず、

合意できなかった。
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3 本件建物の目的外使用許可の終了等

(1)債権者は、本件建物の目的外使用許可を平成 27年 11月 1日 以降は行わない

こととしたがその理由は以下のとお りである。

ア 債権者は、旧図書館をおな り子 ども会館 。子 どもの家 (児童館類似施設 と

学童保育施設の併設館)と して活用する予定である。

(ア )子 ども会館は、鎌倉市子 ども会館条例に基づき、子 どもに健全な遊び場

を与え、心身の健やかな育成を図るために設置 している施設で、市内の乳

幼児親子から中学生までを対象 としてお り、子 どもの家は、児童福祉法第

6条の 3第 2項に規定する放課後児童健全育成事業 (い わゆる学童保育 )

を実施する施設で、鎌倉市子 どもの家条例に基づき、保護者が就労等によ

り昼間家庭にいない児童に対 し、適切な遊び及び生活の場を提供すること

を目的とした施設である (疎 甲 17)。

児童福祉法第 21条の 9には、「放課後児童健全育成事業が着実に実施 さ

れるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。」とい う市町村の努

力義務が規定されている。

学童保育の利用ニーズの調査結果 (疎 甲 18の 2)では、おな り子 どもの

家入所希望者が今後も増加する見込みであることから増築が必要であり、

平成 27年 9月 議会の補正予算においても増築建物を含めて設計費を計上

し、平成 27年 10月 30日 に議決を得ている。

おな り子どもの家は、旧図書館 1階及び増築棟である 902会議室で運営

していたが、東 日本大震災後の平成 24年 5月 、耐震性に不安があり、子 ど

もの施設 として十分な安全性が担保できないことから、緊急避難的な暫定

措置 として、第 4分庁舎 1階に移転 した。

旧図書館で運営 していた当時のおな り子どもの家の登録児童数は 86名
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であつたが、平成 27年 10月 1日 現在の登録児童数は 1114と なっている。

施設の利用定員は 72名 で、前年度下半期の利用率 (60%)を勘案 した、平

成 27年度下半期の最大受入れ可能数は 120名 であるが、平成 28年度以降

の利用ニーズの調査結果では、平成 28年度に 133人 、平成 29年度に 134

人、平成 30年度及び平成 31年度に 132人 の利用希望者を見込んでいる (疎

甲 18の 2)。 利用率 60%を勘案 した平成 31年度の利用児童数は 79名 とな

り、利用定員を超えることから、このままでは待機児童が発生することに

なる6

なお、
｀
子 どもの家の児童数は、例年の傾向として、年度当初 と夏休み期

間が最も多く、途中退所により年度末に向けて減少 していく傾向にある。

おな り子 どもの家については、平成 27年 5月 に 1名 の待機児童が発生 し、

平成 28年度以降も待機児童の発生が想定されることから施設整備は喫緊

の課題である。

(イ )子 どもの家は、児童の来所時の安全を考慮 し、小学校内又は小学校から

900m以 内に整備することを市の方針 としているが、御成小学校 も教室が足

りずにプ レハブを増築 している状況か ら小学校内に設置することもでき

ず、旧図書館敷地以外に適地はなかった。

また、子 ども会館については、各小学校区に 1カ所ずつ設置す る方針で

これまで整備を進めてお り、御成小学校区の子 ども会館設置は長年にわた

る課題であつた (疎 甲 19)。

(ウ )子 ども会館・子 どもの家 としての必要な面積は 370だ であ り、その算出

根拠は、平成 31年度のおなり子 どもの家利用ニーズ 132人 に平成 26年度

当初のおな り子 どもの家の利用率 65%(平成 26年度当初の入所児童数を

算定するために用いた利用率)を乗 じた 86人に、児童 1人当た りの面積

基準 1.65ポ (鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する条
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例第 8条第 2項に規定)を乗 じ、子 どもの家の専用スペースを約 145ポ と

算出し、これに、子 ども会館機能 としてプレイルーム及び乳幼児室約 90

ぷ、その他、事務室、図書室、 トイレ、給湯室、ロッカー室、倉庫等の必

要な面積 として約 135話 を加えたものである。

必要面積を確保するため、約 200ピの増築を予定 していることから、敷

地内にこのスペースを確保することが必要 とな り、当該敷地の一部 (東倶1)

は、平成 19年度に歩道形態に整備 (延長約 35m、 幅約 3.Om)さ れてお り、

現在は道路と一体的に歩行者空間となっている。この空間は、これまでは、

旧図書館の建築敷地 として使用 していたが、子 ども会館 。子 どもの家の整

備に合わせて、建築敷地から除外 し、道路とすることを予定している。当

該敷地は風致地区の指定を受けてお り、建ぺい率 40%以下、壁面後退は、

道路から1.5m以上、隣地か らlm以上といった建築制限に加え、緑化率 20%

以上 とい う基準があり、これ らの制約 とともに、既存樹木の保存、接道緑

化のスペースを考えると増築にあたっては、非常に制約が多いものとなる。

また、現在、旧図書館の正面玄関へのアプローチは、御成小学校の校門

から小学校敷地を通 らなければならず、これまで当該建物をおなり子 ども

の家 として使用 していたときは、利用児童のほとんどが御成小学校の児童

であり、学校から小学校敷地を通ることについて、特に問題 (小学校の施

設管理上)と なることもなく、また、旧図書館正面玄関前のスペース (旧

図書館敷地の一部)と 小学校敷地を児童の外遊び場 として使用することに

ついても同様に問題にはならなかった。

しかしながら、今後の施設整備にあたっては、乳幼児親子か ら中学生ま

での不特定多数を対象 とした子 ども会館を併設することから、子 どもの家

利用児童の学校内からのアプローチを確保するとともに、施設の出入 り口

や外遊びスペースについては、御成小学校の敷地を通 らずに来館可能とし、
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御成小学校 との管理区分を明確にする (具体的には御成小学校敷地内に子

ども会館利用者が立ち入 らないようにする)こ とが必要 となる。 さらに他

の子 ども会館 と同様にベ ビーカーや自転車での利用にも対応することが必

要である。そのため、旧図書館の道路に接する側はフラットな形状 とし、

自転車などの置場や外遊び場の設置もしなければならないものである。

旧図書館の敷地は、南側が御成小学校敷地 (御成小学校校門内)に隣接

し、西債1及び北倶」が市役所敷地に隣接 (高低差あり)していることか ら、

接道は東側 (前面道路側)以外には存在 しない。風致地区等、様々な制約

がある中で、子 ども会館 。子 どもの家に求められる最低限の機能を持たせ

るには、本件建物の解体は避けることができないものである (疎甲 20)。

イ 債権者が子 ども会館 。子 どもの家を建設するためには、まず、本件建物を

含む旧図書館周辺の建物解体を行 う民間企業に発注することになるが、これ

には、解体工事を請け負 う民間企業が建物解体作業に着手できるよう各建物

を空室にしなければならない。

そもそも、本件建物を含む 1日 図書館敷地内建物の解体のための補正予算は、

平成 26年 12月 議会で平成 27年度までの継続費 として議決 されてお り、平成

27年度中に解体工事に着手 し、完了させる必要がある。

当該解体工事の工期は、約 2カ 月半を予定 してお り、債権者が、平成 27年

度中 (平成 28年 3月 31日 まで)に これを完了させるためには、平成 27年 12

月 7日 に事業者選定のための入札公告、平成 28年 1月 6日 には工事請負業者

と契約を締結することが必要である。

この工程 どお り計画を進めるには、公告予定 日である平成 27年 12月 7日

までに、債務者 らに本件建物か ら退去 してもらい、空室 としてお く必要があ

るが、仮に、同 日までに退去できない場合でも、工事請負契約締結予定 日で

ある平成 28年 1月 6日 までには退去 してもらい、空室にしておくことが絶対
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条件であり、それができなければ債権者は損害賠償を請求 されることになる

(受注業者が解体作業に着手できる状態にすることは発注者たる債権者の義

務である。)。

これまで債権者は、第 5分庁舎建設計画の方針決定をした平成 26年 11月

から、債務者 らに対 し、本件建物からの退去について、公式、非公式を問わ

ず協議 し、移転先候補地についても努力 してきたが進展がなく、結局、この

ままでは、本件建物を含む 1日 図書館周辺の建物解体について入札手続きにす

ら着手する目途が立たない。

また、本件建物の立地する土地は、前述のとお り本庁舎敷地に隣接はしてい

るものの、本庁舎 とは別敷地 となっている。本件建物は、主屋である旧図書

館の建物を使用 して運営 していた教育センター 。子 どもの家の付属屋 として

平成 17年 に増築 し、当該用途 として使用 されてきたもの (疎 甲 21)で、平成

22年から暫定的に組合事務所 としての使用を認めてきたものである。

その後、平成 24年におな り子 どもの家が第 4分庁舎に移転 し、残る教育セ

ンターも当該敷地から移転 し、平成 26年 12月 には旧図書館の教育センターと

しての位置づけを廃止 したことから、本件建物は、教育センターの付属屋では

なく、その使用実態から事務所 と判断せ ざるを得ない状況 となっている。

当該敷地の用途地域は、第一種中高層住居専用地域であり、事務所の建築は

許容 されていない (建築基準法第 48条第 3項、同法別表第二 (は ))こ とか

ら、現在の状況を早期に解消する必要があることからも、平成 27年度に予算

措置 されている本件建物の解体を遅れることなく、予定通 り実行 しなければ

ならないものである。

以上の理由から、債権者は、やむを得ず市職労に対する目的外使用許可を

11月 1日 以降は行わないこととし、 目的外使用許可期限である 10月 31日 を

もつて明け渡すよう求めることとし、10月 30日 、市職労に対 し、目的外使用
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許可を 11月 1日 以降は行わず、目的外使用許可期限である 10月 31日 をもっ

て明け渡すよう、通知を発 した (疎 甲 8)。

また、10月 30日 付けで市職労か ら本件建物の目的外使用について、11月

1日 から1カ 月の許可申請書 (疎 甲 4の 6)が提出されたが、債権者は、平

成 27年 10月 30日 付けで、 建物解体 と供与できるスペースがないことから

目的外使用不許可とし、市職労に通知 した (疎甲 5の 6)。

(2)なお、市職労は平成 27年 10月 30日 付けで、本庁舎敷地内の建物について特

定スペースを指定せず 11月 1日 から平成 28年 3月 31日 までの使用許可申請

書 (疎 甲4の 7)を提出し、債権者は、平成 27年 10月 30日 付けで、供与で

きるスペースがないことから目的外使用不許可とし、市職労に通知 した (疎甲

5の 7)。

本庁舎敷地内に供与できるスペースがない理由は、具体的には以下のとお

りである。

ア 本庁舎敷地内で庁舎 として使用 している建物は、本庁舎、第 3分庁舎及

び第 4分庁舎の 3棟がある。

旧第 1分庁舎は耐震基準を満た していないため、平成 26年 6月 から使

用を停止 してお り、現在解体工事中である。旧第 1分庁舎の使用停止に伴

い、債権者は、執務スペースを確保するため、平成 26年 6月 から本庁舎

近傍の県の施設を年間約 1200万円の賃借料を支払つて借 り受け (疎 甲 10)、

教育委員会事務局及び監査委員事務局の執務室として使用 している。

第 2分庁舎は指定管理者 NPO法人鎌倉市市民活動センター運営会議が運

営する公の施設 (NPOセンター)であるため、組合事務所 としての  使

用はできない。

本庁舎敷地内の庁舎は、執務室、会議室、倉庫、更衣室、各種システム

のサーバー室、電話交換室、学童保育の暫定施設、議場及び議員控室等議
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会運営に必要 となる議会棟 として、それぞれ行政 目的に使用 している。

本庁舎敷地内の庁舎に組合事務所を用意する場合には、会議室を転用す

る以外に方法はないが、会議室の行政 目的以外への転用については以下の

理由により、不可能である。

(ア) 現在、庁舎内の会議室は、本庁舎 1階に 2室、 2階に 2室、 4階に

2室、第 3分庁舎に 1室、第 4分庁舎に 6室 となってお り、それぞれの

会議室の稼働率が 9割 を超えていること (平成 27年 4月 現在 )、 また、

平成 26年 6月 からは、旧第 1分庁舎の会議室 2室が同庁舎の使用停止に

伴い減少 していること。

(イ ) 直近 3カ月の各会議室の使用状況 (平成 27年 8月 ～10月 の市役所

開庁時間に占める平均稼働率)は、次のとお り (疎甲 11)。

本庁舎 1階 103会議室 82.9%

104会議室 100%(臨時福祉給付金申請書受付作業、マイ

ナンバーコニルセンター として共用で平成

28年 6月 までの予定で長期占用。その後は

マイナンバーシステム改修のための作業場

所 とするが、占用期間未定。)

本庁舎 2階 201会議室 88.3%(経営企画課所管。政策会議及び政策調

整会議が優先 )

202会議室 84.6%(職員課所管。職員 との面談が優先)

本庁舎 4階旧 401会議室 69.9%(都市整備部執務室 として執務用図書

を格納 してお り、職員が出入 りするが

打ち合わせスペースとしても使用 )

402会議室 83.5%

講堂 83%第 3分庁舎 1階
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第 4分庁舎 1階 旧 811会議室 100%(お なり子 どもの家暫定施設 と

して占用 )

第 4分庁舎 2階 821会議室 80.5%

822A会議室 100%(国勢調査のため平成 28年 2月

26日 まで長期占用。調査終了後は会

議室に戻す。)

822B会議室 loo%(上記 822A会議室と同様 )

823会議室 75。 9%

824会議室 71.3%

なお、上記会議室の うち、直近 3カ月の市役所開庁時間において、終 日

使用 しなかった 日はなかった。

今後、旧図書館の改修が終了し、おなり子 どもの家を移転 した後は、旧

811会議室は、会議室 として使用する予定である。当初の行政計画では、

旧 811会議室に行政課題であつた食堂を設置 し、旧 811会議室の代替は、

旧図書館敷地に第 5分庁舎を建設 して対応する予定であったが、食堂の設

置計画及び第 5分庁舎の建設計画がなくなったことにより、旧 811会議室

を、会議室に戻すことになっている。

また、現在長期占用 している 104会議室、822A会議室、822B会議室に

ついても、占用後は会議室に戻す予定である。

1日 8H会議室、104会議室、822A会議室、822B会議室を会議室に戻 し

たとしても、会議室不足は解消されず、さらに平成 28年 7月 には参議院

議員選挙、平成 29年 4月 には市議会議員選挙、同年 10月 には市長選挙、

平成 30年には衆議院議員選挙、平成 31年 4月 には神奈川県知事選挙及び

県議会議員選挙、同年 7月 には参議院議員選挙、平成 32年には国勢調査

が予定されてお り、毎年一定期間、複数の会議室を長期 占用する行政需要
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が発生することが見込まれている。

(ウ )現 在 も会議室が不足してお り、本庁舎敷地内に会議室を確保できない

場合には、本来議会が使用するための議会棟内の全員協議会室、第一委

員会室、第二委員会室も議会で使用するとき以外は、市長部局等が会議

室として使用 していること。またそれでも対応 しきれずに、福祉センタ

ーや生涯学習センターなど本庁舎近隣施設や民間企業施設、大船にある

鎌倉芸術館等を利用 している状況があること (疎 甲 12)。

(工)会 議室の使用実態については、市内部の会議及び市民対応の他、各種

審議会等の開催が年間 373回 (平成 26年度実績、疎甲 13)、 職員採用面

接試験の実施 (年複数回)、 職員研修 (通年 )、 教育委員会定例会 (年 12

回)、 長期間占用する業務 として市民税申告及び賦課業務 (毎年 6カ 月間)、

国勢調査 (5年毎 7カ 月間)、 固定資産税賦課業務 (毎年 2カ 月間)、 児

童扶養手当現況届受付業務 (毎年 1カ 月間)、 保育所入所申請受付業務 (毎

年約 1カ 月間)、 選挙事務 (選挙ごとに約 1カ 月半)、 集団検診業務 (通

年、複数回実施)等があり、目的外使用のためにこれ以上の会議室の減

少をすることは行政事務執行に支障が生 じること。

(オ)下水道河川課の一部については、本庁舎敷地内に収まらずに山崎浄化

センターに暫定的に配置 してお り、窓口対応を行 うため毎 日職員が交代

で本庁に出向くなど、業務が非効率 となつている中にあっても、行政事

務執行の円滑性の確保を目的として会議室確保を優先する必要性がある

こと。

(力 ) マイナンバー制度の開始に伴 うコールセンター設置や個人番号カー

ド交付場所など新たな行政課題への対応が必要 となり、会議室だけでは

なく行政事務の執務スペースの確保 も必要 となっていること。

イ なお、現在、本件建物がある旧図書館敷地には、旧図書館及びこれに増



築された倉庫、同じく旧図書館に増築 された旧 902会議室、組合事務所 と

して使用 している本件建物があるが、旧図書館は、耐震改修の上、子 ども

会館 。子 どもの家として使用する予定であり、倉庫については、旧図書館

の耐震改修工事のため撤去する予定である。旧 902会議室は、子 ども会館・

子 どもの家の整備にあた り敷地の東側道路か ら旧図書館正面玄関までのア

プローチ (接道)を確保するため解体することから既に使用を停止 してい

る。本件建物は、解体することから、旧図書館敷地内に目的外使用許可で

きるスペースはない (疎甲 20)。

(3)上 記のとお り、債権者は市職労に対 し本件建物の目的外使用を平成 27年

11月 1日 以降は行つてお らず、市職労からの目的外使用許可を不許可にして

お り、債務者 らには本件建物を占有する権原は何 らない。

しかるに債務者 らは、本件建物を明け渡さず、占有を続けている。

4 まとめ

よつて債権者は、債務者 らに対 し、本件建物につき所有権に基づく返還請求権

を有 している。

第 2 保全の必要性

1 上記第 1の 2、 3で述べたとお り、債権者は、平成 26年 11月 13日 に本件建

物の解体を含む第 5分庁舎の建設を決定 し、同日以降債務者 らと誠実に交渉を実

施 してきた。 しかし、本件建物の解体を平成 27年度中に実施するため期限と考

えていた 10月 末 日となっても合意できず、債務者 らによる本件建物の占有が続

いている。

このまま本件建物の占有状態が継続すると、おな り子 ども会館 。子 どもの家整

備のために必要不可欠な本件建物の解体ができないことになる。学童保育施設の
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ニーズが高まっている中で、そのニーズに対応 しないとい うことは、地方公共団

体である債権者が地方 自治法の本 旨である公共の福祉増進を図ることができな

くなることを意味する。

また、第 1の 3(1)ウ に記載のとお り、建築基準法違反を是正指導すべき立

場にある債権者が、同法違反状態である本件建物をこれ以上放置することは、到

底是認できない。

以上の理由から、本件建物を現状のままにすることは、債権者に著 しい損害が

生 じ、重大な公益を侵害することになるのは明白である。

2 債権者は、建物明渡等請求訴訟を御庁に提起すべく準備を進めている。

しかるに、第 1の 2及び 3に記載のとお り、債権者が平成 27年 11月 1日 以降

の本件建物に係る行政財産の目的外使用許可を不許可としたにもかかわらず、債

務者 らは本件建物の占有を続けている。

このまま占有を継続すると、上記 1に記載のとお り、債権者は本件建物の解体

工事に着手できず、著 しい損害を被 り、また重大な公益侵害となるため、本申立

てに及ぶものである。

疎  明  方  法

別紙疎明書類説明書のとお り

添 付 書 類

1 疎明書類説明書  1通

2 疎甲各号証    各 1通

3 組合規約及び職員団体登録事項変更届 (債務者市職労)

4 組合規約及び労働協約 (債務者現評 )



評価額計算書  1通

代理人指定書  1通
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