
平成 28年 9月 30日 判決 言渡 同日原本領 11く 裁判所書記官

平成 27年 (行 ウ)第 4'l 市庁舎建築に関する公金支 |11等差止請求事 件

「1頭弁論終結 目 平成 28年 6月 17日

半|」          決

当事者の表示    別紙 当事者 □録記載のとお り

主           文

1 本件訴えの うち,平成 28年 6月 17日 までに支出された公金の支

出の差止めを求める部分及び同 日までにされた債務その他の義務を負

担する行為の差止めを求める部分をいずれ も却下する。

2 原告 らのその余の請求をいずれ も棄澪する。

3 訴訟費用 |ま 原告 らの負担 とする。

事  実  及  び  理  ‖|

第 1 請求

被告は,鳥取市庁合の新庁舎建設に関 して, ^切の公金を支出 し,契約 を締結

し,又 は債務その他の義務を負担 してはな らない。

第 2 事案の概要等

1 事案の本1難 要

本件は,鳥 取市の住 民である原告 らが,新庁舎建設 を前提 とす る鳥取市役

所の位置 を定める条例 の制定過程に違法が あるな どと主張 して,鳥取市長で

ある被告 に対 し,地 方 向治法 242条 の 2第 1項 1号 に基づき,新庁舎建設

のためにする財務会計行為の差止めを求める住民訴訟である。

2 関係法令の定め

(1)地方 自治法 (以 下 「法」 という。)4条

1項  地方公共団体は,そ の事務所の位置 を定め又 |ま こオ1を 変更 しよ うとす

るときは,条例で これを定めなければな らない。

2J:Iミ  前項の事務所の位置 を定め又はこれ を変更するに当たつては,住民の
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利鷹に最 も便利であるように,交通の事情,他 の官公暑との関係等 について

適当な考慮を払わなければな らない。

3項  第 1項 の条例 を制定 し又 |ま 改廃 しようとするときは、当該地方公共団

体の議会において出席議員の 3分の 2以上の者の同意がなけれ ばな らない。

(2)鳥 取市役所の位置を定める条例 (平 成 26年鳥取市条例第 45号 [平 成 2

6年 12月 261→ 公布,未施行 ]。 以 下 「本件位置条例」 とい う。 )

地方 向治法 (昭和 22年法律第 67号 )第 4条第 1項 の規定 に基づき,鳥

取市役所の位置 を次のとお り定める。

鳥取市幸町 71番地

(3)鳥取市庁舎整備 に関する住民投票条例 (平成 24年鳥取市条例第 26号。

以 ド「
本件住民投票条例」 という。 )

(目 的 )

1条  この条例は,本市の庁舎整備について,住民の意思 を確認すること

を理的とする。

(住民投票 )

2条 l項  前条の 目的を達成するため,次の各号の選択肢 について,住民

による投票 (以 ド「住民投票」 という。)を行 う。

(1)1目 市立病院跡地への新築移転に賛成

(2)現本庁合の耐震改修及び一部増築に賛成

2項  住 民投票 は,住民の自由な意思が反映 され るものでな けれ ばな らな

い 。

(投 票結果の尊重 )

16条  市議会及び市長は,住民投票の結果 を尊重しなけれ ばな らない。

3 前提事実 (証 拠 を掲記 しない事実は, 当事者間に争いがないか、弁論の全趣

旨か ら容易に認め られる。 )

(1)原告 らは,普通地方公共団体である鳥取市の住民である。
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被告は,当 該普通地方公共団体の長である鳥取市長であ り,鳥取市の 予算

を執行する事務 を担任する (法 149条 2号 )c

(2: 鳥 ll又 市は,鳥取市尚徳町 i16番 地に所在する建物 (地 上 6階地下 1階建

て,鉄 チ)'Jコ ンク :リ ー |ヽ 逢,延床面積約 6800平 方 メー トル。以 ド「
現本庁

合」 という。)を鳥取市役所本庁舎として利用 している。

13)被 告は,平成 26年 12月 24卜1,鳥 取市議会 (以 ド, キilに 「市議会」 と

いうことがある。)に対 し,鳥 取市役所の位置 を鳥取市 ヤ町 71番 地 と定め

ることを内容とする条例案 (以 下,こ れ を
「
本件議案」 といい,同 議案 に係

る位置を 「鯛市立病院跡地」 ということがある。)を 提出 した。

(4)市議会は,平成 26年 12月 2611,本 件議案 を出席議 員の 3分 の 2以 上

の者の同意 によ り可決 し (以 ド「本件議決」 という。),も って本件位置条

例が ,,父 立 した。被告は,陶 }|‐||,こ れ を公布 した c

(5, 原告 らは,平成 27年 5月 12日 ,鳥取市監査委員に対 し,被 告その他の

鳥取市の職員について,本件位置条例及び市議会において同年 3月 24日 に

成 立した鳥取市の 予算に基づいて,設計業者との間で,鳥取市庁合の新市庁

舎建設に関 し,設計契約の締結 ,I司 契約 :こ 基づ く履行若 しくは債務の負担行

為 を行わな いよ うに必要な推置を講ず るよ う勧告す ることを求めた (以 下

「本件監査請求」 という。甲 17, 18)。

鳥取市撤査委員は,I毒年 6'14「1,本件監査講求を却下 した (甲 17)。

(6)原告 らは,同 月 261」 ,本件訴訟を提起 した。

(7)市議会は,I司 月 29日 ,約 98億 円を想定 した新本庁舎設計業務予算 を
'11

決 した (乙 9。 以下 「本件新庁合予算」 という。 )。

(8)被告は,本件「1頭弁論終結 日である平成 28年 6月 17日 までに,新本庁

舎建設に関 し計 9171万 187311を 支 l」 |し ,鳥取市新本庁舎建設基本設

計 。実施設語1業務,鳥取市新本庁舎オフィス環境整備業務,鳥 11又 療新本庁舎

建設地質調査業務等のための契約 を締結 した。



4 争点及び争点に関する当事者の主張

木件位置条例及び本件新庁舎予算 :こ 基づき,新本庁舎建設に関 し,被告が公

金を支出 し,契約を締結 し,又 は績務その他の義務を負担すること (以 ド「本

件各財務会計行為」 と総称する。)が違法であるか。

(原告 らの主張 )

(1)本件位置条欄及び本件新庁舎予算には,被告による議案提出,市議会によ

る審議,議決の過程を通 じ,事実誤認,事実評価 の誤 りが存在 し,考慮すべ

き事項 を考慮 していな しヽ点で,それぞれ裁重権の逸脱・濫用があ り, 法 4条

2項 に違反する。また,住民投票結果を不当に11`視 した という点で本件住民

投票条例 16条 に違反 し,ひ いては憲法 92条 |こ も違反する。

したがつて,本件位置条例及び本件新庁合予算 には,著 しく合理性 を欠き

予算執行の適正確保の見地か ら看過 し得ない∫:賞 疲が存するか ら、 これ らを ,i育

鍵 として予算を執行する本件各財務会計行為は違法となる c

(2)被告による本件議案の提出について

ア 耐震改修工事の内容及び費用に関す る事実誤認,評価の不合理性

本件議案は,株式会社 日本設言1(以 ド「日本設計」 というc)が 提出 し

た調企業務報告書 「 I鳥取市庁舎耐震改修及び 一部増築案の調査」及び同

「Ⅱ計画案 (変 更案)の検討と今後の課題」 (以下,こ れ らの報告書 を合

わせて 「木件調査報告書」 という。)の 内容がその半|:断 の前提 とな ってい

るところ,同 社は,以前に鳥取市新庁合建設基本計画策定業務を受託 し,

新庁舎建設を推進する立場にあった こと, ^定程度の llサ

`句

査 を既 に行 ってい

た同社以外には達成 1本1難 な短期の調査期間を鳥取市が設定 した ことか らし

て,候補企業か ら恣意的に同社が選定 されたものといえ,本件調査報告書

は結用性がない。

本件調査報告書の内容キこついてみても,①免震デヴァィスの設置の妨げ

となる設備機器は外部に移設可能であるから,免震_|:法 の施
~■

が不可能で



あるとした点 |ま 誤 りである。②同報告書の作成に当た り、 ・般 |こ 1露1震 補強

I:法 の妥当性判断に欠かせないとされる建物の振動特性 に関す る議査が行

われていない。③ :馬1震 改修の費用 について,耐震改修案 |:i体 を変更 して積

算 された 11,増!蔵 文化財調査費,土壌汚染対策費等本来 11記資月 :こ 含 まれ

ないものが加算 され,不合理に膨 らませている。

したがって,被告による本件議案提出には,調査報告書のイ言用機判断に

誤 りがあ り,繭1震 改修 l:事 の内容や費用に関する事実誤認がある。

イ 新庁 舎建設費用についての事実誤認

被告が本件議案を提 |:|す る際,1日 市庁舎の耐震改修 I:事 1象ま当初予定の

約 37.4億 翔を維 6億 :電 _11回 る 43.4億 円を要する ‐
方 ,11:市 立病院

跡地への新築移転であれば約 65.6億 円で足 りることが :::要 な理由とし

て挙げ られていた。 しか し、平成 27年 5月 1211の 鳥取市新庁合建設委

員会 において, L記 新築移転 に要する事業資の合計額が約 98.4億 円に

上ることが公表 された。

したがって,被告は,本件議案提出に当た り,新庁舎建設事業費を実際

の金額の (3分 の 2程 度 と想定 していたという重大な誤認 をしていた。

ウ 紙庁舎建設予定地の調査不十分

新庁舎の建設予定地である朧市立病院跡地に関する調査は l―tだ不十分で

あ り,特 |こ ,地盤,防災,周辺の環境整備についてはほとんど考慮されて

いない。

工 住民投票の結果の評価不 |´ 分

住民投票で第 2号 議案 (耐 震改修案)が過 半数 を占めた という結果 にか

かわ らず新庁合を建設することが直ちに本件住民投票条例 16条 :こ 反 し違

法 となる 1)の ではないが,イ :1民 投票の 1擁 度が地方白治の本旨に出来するも

のであること,住民投票の実施 自体が鳥取市に入的)時 間的,経済的な負

担 を課すものであることに照 らす と,鳥取市は,合理的な理 |||が な い限 り,



住民投票の結果 に従わなければな らないというべきである。

しかるに,被 告は,本件議案提出に際 し,住 民投票の結果 に反する結論

をとること |こ なつた合理的な説明をしていない上,1再 度住民投票 を実施す

るな どして住民の意思を確認することす らしていない。

よって,被 告による本件議案の提出行為は,住 民投票の結果,第 2号 議

案 (耐震改修案)が過半数を lliめ たという事実 を過少に評価するもので、

本件住民投票条例 16条 に達反する。

(3)市 議会 |こ よる本件議決について

本件議案 t〔[つ いては,そのわずか 2か 月前の平成 26年 1()月 6「 ||こ 同じ

内容の :義 案が否決 されている |こ もかかわ らず,本件議案の審議において, 11

記(2)の よ うな問題点が全 く検証されず,:義 論 も不十分なまま,同年 12月 2

611に 行われた市議会定例会において,短時間の うちに議決に至った もので ,

本件議案の提 111と 同様,裁 難権の逸脱 。濫用がある。

(被 告の主張 )

(1)本 件位置条例に関 し,被 告及び市議会がその裁 :1権 を逸脱ないし濫用 した

との原告 らの主 31kは ,行政権 を行使する長と議決機関である市議会では裁 量

|ヽ擁の内容や基準が異なるにもかかわ らず ,こ れを区別せず にされたもので
,

何 ら違法性 を示す根拠 となっていないか ら、いずれ も ti張 自体 失当であるc

本件位 i:螢 条例は法 4条 , 98条 に,本 件新庁舎予算は法 96条 に則 り,市

議会の議決 を経て制定 されたもので,衛1定経過に違法はない。

12)被 告 |こ よる本件議案提出について

ア 鳥取 市庁舎耐震改修及び 部増築案に関する調査業務は,法 100条 の

2に 基づき市議会が行 ったもので,そ の信頼性は市議会が判 14;1す べき事柄

であ り,1義 会がその内容を受け入れることを決めた ものである。

被告は,市 長選挙に市庁合新築移転を公約に掲げて当選 した ことか ら,

その公約 |こ 基づき本件 i::案 を提出 した もので,市庁合の耐震化問題が明 ら



かになってか らの経過,住 民投票の実施及びその後の経過等を総合勘案 し

たものである^_し か も,被告が本件 :義 案を提出 した後 |ま ,そ の |:∫ 否につい

て市議会が独 自判断 した ものである。

よって,本件調査報告書の信頼性の有無は,原告 らが主張す る本件位置

条例等の制定過程の違法性を裏付ける事実ではなく,関連性がない。

イ 新庁合建設事業費の見積 りが,平成 25年 11月 公表の鳥取市庁舎整備

全体構想 (素 ;:t,よ りも増額 となったのは,1囃 構想 (素 案 ,公表以降の新

たな要素 として,平成 26年 6月 以降,鳥取市の中核市移行方多|に イ半い
,

当初駅南庁合に引き続き木庁機能 を持たせて利用する予定であったスベー

スについて,保健所機能を設置することとし, これに相当す るスペースを

|‖ 市立病院跡地の新本庁 舎内に確保するため,その床面積 を増やす必要が

生じた こと,ま た,労務費・資材単価等の高騰に伴い,建設単価の変動率

を反映させた こと |こ よるもので,被告に何 ら事実誤認はない c

ウ 新庁舎の移転先である購市立病院跡地 については,地質調査,イ ンフラ

(水 道 , ド水等)等 につき基礎調査が行われている。

工 本件住民投票条例 11条 の文言か らも明 らかなとお り,住 民投票の結果

に法的拘束力はない。被告が平成 26年 4月 の市長選挙 に市庁舎新築移転

を公約に掲げて立候補 して当選 し,本件位置条例を可決 した市議会議員の

直近の鳥取市議会議員選挙が圏年 11月 に行われた ことか らして,住 民意

思 として も,先 の住民投票の結果に拘束 されないことを是認 したとみ られ

る。住民意思の結果 を淳重 していないとの原告 らの議論は当を得ていない。

(3)市議会による本件議決 |こ ついて

市議会は,鳥取市庁舎耐震改修等 に関する調査特別委 員会 ,市 庁舎整備に

関する調査特別委員会を立ち 11げ るなどして,議論を重ねて きた。

平成 26年 12月 1811か らの 般́貿間においても,そ れ らを麟まえた議

論 を行い,法 4条 2項 :こ 定める諸要素に考慮を払って審議 し,11:席議員の 3



分の 2以 11の 賛成を得て、本件位置条例を可決 したもので、市議会の裁 1■ 権

の逸脱濫用の有無を問題 とすべき点はないc

第 3 当裁判所の判断

1 本件 |_1頭 弁論終結 |_1ま でに完 了した行為の差止めを求める音|`分 について

法 242条 の 2第 1瑛 1号 |こ 基づ く差止めの請求 は,そ の性質■,差上めの

対象 となる行為が される以前か又は現になされつつあるときにのみすることが

できると解 されるcそ のため,訴訟の係属中に当該行為が完 了した ときは、当

該行為の差止めの余地はな くな り,訴 えの利益を欠 くこととなる。

被告は,本 件日頭弁論終結 :]で ある平成 28年 6月 171]ま でに,鳥取市役

所の新本庁舎建設に関 し9171万 1873間 の公金を支出 し,鳥取市新本庁

舎建設基本設計 。実施設計業務等のための契約を締結 した (前 提事実(81)。

よつて,原告 らの訴えの うち,同 日までにされた公金の支出及び債務その他

の義務を負11:す る行為の差止めを求める部分は,不適法である c

2 法 242条 の 2第 1項 1号 に基づ く差止めができる場合 について

lt記 1の音|`分 を除 く原告 らの訴えは,法 242条 の 2第 1項 l号 に基づき ,

鳥取市役所の新庁舎建設に関する本件各財ヮ
l・ち会言1行 為の差止めを求めるもので

ある。原告 らは, 11記 差止めの本It拠 として,本件各財務会計行為が財務会計法

規 に違反するという点でキまな く,新本庁舎建設を前提 とす る本件位置条例及び

本件新庁舎予算がいずれ も違法であるか ら,その執行行為 に当たる財務会計行

為 も違法であるという点を強調 している。

しか しなが ら, li記 条票に基づ く財務会計行為の差止講求は,普通地方公共

団体の執行機関又は職員によ り財務会計上の違法な行為が行われ る以前に,当

該違法行為の 予防を裁判所に請求する権能 を住民に 与え,も って地方財政行政

の適 正な運営 を確保す ることを卜_1的 とする制度である (11貴 高裁昭和 51年 (行

ツ)第 120号 同 53年 3月 30日 第 ^小 法廷判決・民集 32巻 2号 485頁

参照 )。 そ うすると, 11記 条項に基づき当該執行機関又は職員 (以 ド「当該職



員等」 というc)の 財務会計 11の 行為の差 ILめ を求めることができるのは,財

務会計 llの行為 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,当 該

職員等の行為 自体が財務会計法規 11の 義務に進反する違法な ものであるときに

|`lそ られると解するのが相当である (最 高裁昭和 61年 (行 ツ)第 133号 平成

4年 12月 1511第 二小法延判決 。民集 46巻 9号 2753頁 参照 )。

そ こで,原告 らが本件各財務会計行為に先行する違法な原因行為であると主

張する本件位置条例の制定行為及び本件新庁舎予算の議決 について,こ れ を前

提 に

'1」

務会議||:の 行為をすることが,被 告が職務上負担す る財務会計法規 11の

義務に違反するものとして,違法 となるかどうか,以 下検 討する。

3 位置条例 を前提 とする財務会計行為をもって当該職員等が職務上負担す る財

務会計法規 11の 義務に違反すると判断すべき場合について

法 4条 2項 は,地方公共団体が条例でその事務所の位置 を変更するに当たっ

ては,住 民の利用 に最 も便利であるよ うに,交通の事情,他の官公署 との関係

等 について適当な考慮を払わなければな らないと定めているところ,新 たな庁

舎への移転が必要であるか,そ の庁合の位置をどこに定めるかについては,そ

の事柄の性質上,当 該地方公共圏体 に関する議般の事情を総合考慮 した Itで
,

政策的,技術的な兄地から総合的に判断されるべきであ り, これに出席議員の

3分 の 2以 11の 者の同意 という特別多数決が必要 とされていることも考慮すね

ば, このよ うな判断は,住民に対 し政治責任を負う議員か らなる議会の広範な

裁量に委ね られていると解 される。

そ して,予算執行権 を有する地方公共団体の長は,:議 会 を指揮監督 し,議会

の自律的行為 を足正する権限を有 しないか ら,議会が した位置条例の議決 につ

いては,こ れが著 しく合理性を欠きそのために予算執行の適 正確保の見地か ら

看通 し得ない瑕疵がある場合でない |;長 り,議会の議決を尊重しその内容に応 じ

た財務会計上の行為を執る義務があるといえ, これを拒む ことは許されないも

のと解するのが相当である。



以 Lを 踏 まえ,原告 らが違法事由として指摘する内容をもって,本件位置条

例及び本件新庁合予算 キこLi記 の∫1費 疵があると認め られるか否かについて,以 ド

検討する。

4 本件位置条例衛鷲定,本件新庁舎予算成 立までの事実経過

前記 :tt提 事実,証拠 (甲 10, 25, 28.乙 2な いし5, 9)及 び弁論の

全趣旨によねば,以下の事実が認められ る。

(1)現本庁舎 :こ ついては,平成 20年度 |こ 実施された耐震診断の結果,下層階

の ‐
部 |こ Is値 0.3を 下回る箇所があるな ど,国土交通省の定める基準で ,

震度 6強の地震で例壊又は崩壊の危 |:貪 性が高いと指摘された。

(2)こ れを受けて,市議会では,市議会議員による鳥取市庁舎等に関する調査

特別委員会が設けられ,鳥取市では,有識者 |こ よる鳥取市庁 舎 1緩1震対策検討

委員会が設け られ、いずな も覇本庁舎 を新築に建て替え,そ の場所は旧市立

病 1免跡地 とすべきとする報告が され るな どした。

これ に対 し,鳥取市の住民を中心に,庁舎新築・移転に反対す る市民運動

が展開され,住 民投票条例制定 を求める内容の 5万名を超える署名が集め ら

れたが,平成 23年 8月 の市議会において住民投票条例案が否決されるなど

し,その後 も,I:1市 立病院跡地に新築移転するか,現本庁舎の耐震改修 を行

うかを巡 り,議論がされた。

13)市 議会は,平成 24年 3月 22日 ,議員提案に係る本件住民投票条例案を

可決 し,1司 年 5月 20日 ,1司 条例に基づき,住民投票が実施 された。

その結果 は,第 l号議案 (旧 市立病院跡地への新築移転 に賛成)3万 07

21票 ,第 2号 議案 (現 本庁合の面1震 改修及び 部増築に賛成)4万 729

2票 であつた (投票率 50.81パ ーセ ン ト)。

(4)11記 住民投票の結果を受け,1司 海 3111, 9名 の委員か らな る鳥取 市庁舎

耐震改修等 に関す る綴査特別委員会が設置 されたcl司 委員会は,|■ 年 12月

20日 までに, 261り 1の 特帰|:委 員会 , 5回 の鳥取市庁合耐震改修及び一部増
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築案に関する調査委託業ォ′

'Sに

関する調整会議を開催するな ど議論 を重ね ,II]

H,市 議会に文」し,第 2号議案の条件では実現 1木:難 な課題が ある旨の1ll終 幸|マ

告 を行 った (乙 2)。

(5)平成 25年 1月 1611,市議会において, 9名 の委員か らな る市庁合整備

に関する調査特別委員会が設置された。 1哺 委員会は,平成 26年 3月 2011

まで |こ , 25日 の委員会を開催 して議論 を重ね,第 23日 の委員会にお いて ,

現本庁舎 を耐震改修することの当否について採決 し, これ を否決 した li,今

後 は,本庁舎 を新築することを基本に市庁舎整備 について 早燿 に具体的な方

向性を決定するため引き続き,ii]杏 研究 を進めることとし,同 |-1,そ の旨市議

会に中間報告 した (乙 3)。

(6)被告は,1国 市 立病院跡地への新築移転を公約に掲げて鳥取 市長選挙 に立候

嬢 し,同年 4月 131爾 ,鳥取市長に当選 した。

(7)市 庁舎整備に関する調査特別委員会は,I司 年 9月 2611ま で に,更 に 12

1電 の委員会を開催 して議論 を重ね,採決の結果,本庁合は国市立病院跡地に

新築すべきと決定 し,同 日,そ の旨市議会 |こ 最終報告 した (乙 4)。

被告は, 11記報告を受け,鳥取市役所の位置を ||]市 立病院跡地 と定めると

の条例案 を市議会に提出 したが ,I司 年 1()月 6日 ,賛成 23人 ,反対 12人

でまII席 議員の 3分 の 2以 上の者の同意が得 られず,否決 された。

(81 1司 年 11月 16111t鳥 取市議会議員選挙が行われ,そ の際,定数が 36人

か ら 32人 に削減された。

19)被告は,i司 年 12月 241],本 件議案を提出 し,1司 月 2611,市 議会 |こ お

いて,賛成 22人 ,反対 10人で ||1席 議員の 3分 の 2以 11の 者の同意 |こ よ り

本件議決がされた。

110)市 議会は,平成 27年 6月 29日 ,本件新庁合予算 を可決 した c

i司 予算において,概算事業費が全体構想 (素 案)|■ おける約 65,6億 円

から約98.4億 円まで増加した要因としては,①平成26年度以降の資材
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や労務単無の増糠 (約 10億 円,,②消費税率の増加 (約 4億障),③中核

市への移行に1半 う床 ili:積 の増加 (約 19億 円c総床面積約 2万 3000平 方

メー トルに増加。)が挙げられた。

5 1日 市立病院跡地への移転に関する技術 i毎 の検討経過

It結ご前提事実,証拠 (響 8な いしll, 19, 29, 33,乙 2な いし4,

9)及 び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)鳥 取市は,平成 23年 4周 頃,鳥取市新庁合建設に関する基本方奮|(同 年

3月 2511)を 受けて,企画提案書を提出させるなどして公募型プロポーザ

ル (鳥 取市新庁舎建設基本論理策定業務プロポーザル)を実施 し,審査の結

果, 日本設計が最優秀提案者に選定された (甲 8)。

(2)鳥 11え 市は, 1可 年 7月 20日 から同年 9月 9日 にかけて , 1目 市、1病 院跡地の

地質調査を行った (甲 29の 10貞 )。

(3)鳥 取市庁合耐震改修等に関する議査特別委員会は,平成 24年 8月 611頃 ,

法 100条 の 2に 基づき,鳥 取藤庁舎耐震改修及び 部増築案の計画条件

(工事項目及び概算事業費)の調査事業を委託することとし,複数企業に打

診したが, 11本 設計以外の候補企業が期間内での業務遂行が困難であること

などを理由に辞退したことから,委託先を11本設計に決定 した。

(4)同 委員会は, Fl本 設計と計画内容の確認などを議論し、同社から,第 2号

議案 (現本庁合の耐震改修案)の条件では,①地 ド1階 の柱頭免震 1:事 は ,

設備機器を移動させて柱を補強 しながら実施する必要があり,施 :|:す るスヘ

ーースが足 りないこと,②地 ll部分の壁や天丼などの I:事 が必要となり,居な

がら工事ができないこと,③駐卓台数 150台 が確保できないこと,そ のた

め,そ のままの条件では li期 。費丹:が 算出できないとの指摘を受けた。

(5, これを受け、 1司 委員会は,①現本庁舎を全 f4、 基礎免震とする、②内装工事

は居ながら工事ができないことを前提とする,0駐車台数は 150台 を求め

ないことを前提とするなど条件を ^部変吏し,ま た、爾1震性能の内容等住民

12



投票の際には未定であった事項 を計画条件として整理 した。

その ころ,耐震改修等 をする場合 に必要 となる費用で,住民投票の際には

詳細が不明であった埋蔵文化財調査費,土壌汚染対策費な どとして,別途 1

0,2億 円が必要 となることが鳥取市執行部か ら示された。

(0)日 本設計は,平成 24年 11月 9日 ,市議会議長に対 し,本件調査報告書

を提出 した。本件報告書においては,第 2号議案のままでは実現できないこ

と,変更後の計画条件では,総工事費が 31億 覇,設計・監理費が 2.2億

翔,その他経費が 10.2億 円と概算 されること,同等の費用で全爾建替え

が可能とな り得ることな どが指摘 された。

(7)鳥取市庁舎整備専門家委員会は,平成 25年 5月 頃,その報告 |こ おいて ,|

①市庁舎整備によって必要な機能がどう実現されるかが重要であること,②

当初の建設費用のみならず,ラ イフサイクルコスト (建設から解体までその

建物 |こ 要する生涯経費)が重要であること,③現時点での市民の意識が重要

であることを指摘した (甲 19)。

(8)鳥取市執行部は,同年 11月 8日 ,鳥取市庁舎整備全体構想 (素案)を公

表した。その中では,①現本庁舎を耐震改修せず,1日 市立病院跡地に新たな

施設を建設する,②現本庁舎を耐震改修し,現本庁舎の駐車場に新たな施設

を建設する,③現本庁舎を耐震改修せず,新たな施設を現本庁舎の駐車場に

建設する,④現本庁舎を耐震改修し,I日 市立病院跡地に新たな施設を建設す

る,と いう4つ の案が比較検討され,①の案 (床面積約 1万 7400平 方メ

ートル)については,当初の建設費等として約65.6億 円を要し,維持管

理費を含めた50年間の累講費用として4つ の案のうち最も安い約209.

2億 円を要するとされている (甲 33)。

(9)市庁舎整備に関する調査特別委員会は,鳥取市庁舎整備専門家委員会の報

告及び鳥取市庁舎整備全体構想 (素案)等について議論を行い,第 23国委

員会において,現本庁舎を耐震改修することは賛成者なしで否決し,平成 2
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6年 3月 2011の 本会議でその旨を報告 した (乙 3)。

(10 その後,市庁舎整備に関する調査特別委員会は,市庁舎新築に当たって、

||:市 立病院跡地に新築する案と現本庁舎駐車場に新築する案のどち らが優れ

ているかを検討 した ■,採決の結果 ,|11市立病院跡地に新築すべきと決定 し

(乙 4),1縄年 9月 26「1,そ の旨を議会 :こ 幸賊告 した。

6 原告 らが指摘する逢法事由についての検討

(1)繭1震 改修 11事 の内容及び費用に関する事実誤認等の ti張 :こ ついて

原告 らは,本件譲査報告書が本件議案の提出及び本件議決における判断の

前提 とされたにもかかわ らず,1司報告書 について,調査委託先の選定が恣意

的であった 11,そ の記載内容が信用 性を欠 くか ら,耐震改修 11事 の内容及び

費用に関する事実誤認があったまま本件議案 li疑 111な いし本件議決が行われた

と主張 し, これ に沿 う証拠 として,地震防災研究者の意見書 (甲 28)を 提

出する c

しか しなが ら,」 1記 4, 5に 認定 した とお り,平成 24年 11月 191¬ に

本件調査報告書が市議会に提出された後 も,鳥取市庁舎整備 専門家委員会及

び市庁舎整備に関する調査特別委員会が,技術面 も含め集中的に検討,議論

を重ねてその結果 を報告 したほか,平成 26年 4月 の鳥取市長選挙,同年 1

1月 の鳥取市識会議員選挙 を通 じ,1‖ 市 立病院跡地への新築移転か,I;:本庁

舎の麟震改修かなどについて議論がされた ことな どか らして ,本件調査報告

書は,こ れ らの検討,議論の結果な どと合わせて,市議会の広範な裁量の下 ,

本件議案の審議に当た り、総合的に考 ;`豪 ,判断する Lで の ^資 料にとどまるc

よって,原告 らが主張する本件調査報告書の作成過程や報告内容の問題点

が、そのまま本件議決 |こ 看過 し得ない蝦庇があることを基礎づける関係にあ

るとはいえないか ら, 11記意見書に記載された個別の指摘の当否 を検 討する

までもな く,原 告 らの主張は理由がない。

12)新 庁舎建設費用 についての事実誤認の 1■ 張について
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原告 ら|ま ,被 告が,本 件議案の提出に際 し,新 庁合建設事業費を実際の金

額である約 98.4億 円の 3分 の 2種 度 |こ 当たる約 65.6億 円で足 りると

想定 していたという重大な事実誤認があった とう1張 す る。

しか しなが ら,上 記金額 に差額が生 じた理由は, 11記 41110の とお り,平成

25年 11月 の鳥取市庁舎整備全体構想 (素 案)を公表 した後の新たな事情

として,①平成 26年 度以降の資材や労務単価の高騰に伴う増加 (約 10億

円),② 平成 26年 4月 の消費税率の改正に伴う増加 (約 4億 円),0同 年

6月 に方針決定 した中核市移行に伴い,駅 南庁合に保健所機能を設置する代

わ りに新本庁合の床面積を増やす必要が生じたこと (約 19億 円)|こ あり,

そのうち①,②については,消 費増税が契約金額に影響することは当然であ

るし, 12月 定イ燿会において,労務費,資材等の高騰が新本庁舎新築事業費

に影響すると被告が答弁 したことからして (乙 6の 2),本 件議決の際に想

定されていたものと認められる。また,③については,I鋼 定例会 |■ おいて ,

中核市移行に伴う保健所機食綾整備の必要性が議論されたが,その設置場所は

決定 していなかったこと (乙 6の 3)か らして,本件議決後に生じた事情に

伴う事業費の増額であったと認められる。

よって,本件議決における事業費の想定に事実誤認があったとの原告らの

主張は理由がない。

(3)建設予定地の調査が不 |^分 であるとの主張について

原告らは,地震防災研究者の意見書 (甲 29)を 援用 し.新庁合の建設予

定地である田市立病院跡地に関する調査が不 |‐ 分で,特 に、地幣,防災,用

辺の環境整備の点がほとんど考慮されていないと主張する。

しか しながら, 上記 3に 説示 したとお り,新庁舎の建設予定地の位置をど

こに定めるかは,政策的,技術的な見地から総合的に判断さオtる べきであり,

高度な政治責任を負う議員からなる議会の広範な裁量に委ね られているもの

で, どのような資料に基づき判断するかについても,議会の自律的な判断が
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及ぶものというべきである。

そうすると,上記 5(2)の とお り,建設予定地である :調 市立病院跡地につい

て少なくとも地質調査は実施され,議決‡こ先立ち更なる調査が必要かどうか

ヤま市議会 )こ おいて判断されるべきものである上,た とえ上記の指摘内容が正

当で,本件議決後に詳細な調査を実施する必要があったとしても,こ れをも

って,本件議案及び本件議決の内容が社会通念 |こ 照らし著 しく妥当性を欠く

ものということはできない。よって,原告らの上記主張は理由がない。

(4)住 民投票の結果の評価が不十分であるとの主張について

原告 らは,耐震改修案賛成が過半数を占めた住民投票の結果に反する内容

の議案を提出するに際し,被告が合理的な説明をせず,ま た,再度の住民投

票を実施 して住民の意思を確認もしていないから,被告による本件議案の提

議は住民投票結果を軽視するものであると主張する。

しかしなが ら,本件住民投票条例 16条 は,市議会及び市長の政治的責任

を定めたもので,法的拘束力を有する規定ではないから,その後,再度の住

民投票を行わずに,投票結果と異なる市議会議決がされたか らといって,そ

のことだけで当該議決が違法となると解することはできない。

そして,上記 4, 5で認定したとお り,住民投票の後,鳥取市及び市議会

が現本庁合の耐震改修の実現に向けて委員会を設置し,各委員会から議論を

重ねたが実現困難との結論に達したとの報告がされ,平成 26年 4月 には 1日

市立病院跡地への新築移転案を公約に掲げた被告が鳥取市長選挙に当選 し,

同年 10月 の市議会で旧市立病院跡地への新築移転を内容とする被告提出の

位置条例案が否定された後,鳥取市議会議員選挙を経て,同年 12月 に被告

が本件議案を提出したという一連の経過からして,鳥取市長及び市議会が ,

住民投票の結果と異なる新庁舎建設案を内容とする本件畿案の提出ないし本

件議決に至るまでに,住民投票の結果を尊重し,住民に対 し慎重に説明を行

い,そ の理解を得ながら手続を進めてきたことがうかがえるもので,特に不

16
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合理な点 1議 見当た らない c

よつて、原告 らの 11記 主張は理由がない。

15)審 議が不 |・ 分であ り本件議決が違法であるとの l:張 について

原告 らは,本件議案が,い ったん否決 された直後に再度提出されたもので

あるにもかかわ らず,短時間の審理のみで本件議決がな されてお り,被告に

よる本件議案提出の問懸点について検証がなされていな いな どと主張するが ,

上記(4)で 説示 したとお り, 一連の経過か らみて本件議決 に不合理な点は見 当

た らないか ら, この点 :こ 関する原告 らの主張 も埋由がな い。

(6)そ うす ると,本件位置条例制定及び本件新庁舎予算 について,著 しく合理

1生 を欠きそのために予算執行の適正確保の見地か ら看過 し得ない瑕疵がある

とは認め られないか ら,被 告による本件各財務会計行為 に違法性はない。

第 4 結論

以 liに よれば,本 件訴えのうち,平成 28年 6月 1711ま でに :支 出された公

金の支出の差止めを求める部分及び同「1ま でにされた債務その他の義務を負担

する行為の差止めを求める部分 |こ ついては不適法であるか ら却下 し,その余の

部分 につしヽて |ま 理由がないか ら棄理することとして, i:文 の とお り判決する。

鳥取地方裁判所民事部

裁判長裁判官   藤   澤   裕   介

裁判官 姥 迫 浩 司

裁判官   新   井

17
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