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法70（6・245）1253

　開発許可に基づき完了した斜面地の宅地造成工事に関し、処分庁に対し、都

市計画法81条１項２号に基づく違反是正命令として、開発業者による擁壁の

崩壊を防止するために必要な工事を義務付けた非申請型義務付け訴訟

　─神戸地方裁判所平成31年４月16日判決（平成28年（行ウ）第19号宅地造成

等規制法に基づく是正命令義務付け等請求事件、LEX/DB 25563335）─

第１　序

　本件は、市街化区域内の斜面地の宅地造成工事の開発許可に関し、隣地の住

民らが、処分庁に対する違反是正命令としての必要な工事の義務付け等を求め

る行政訴訟及び宅地造成業者らに対する妨害予防請求としての工事等を求める

民事訴訟等を提起した事案である。

　開発許可を巡る訴訟として、多くの取消訴訟が提起され、市街化区域内では

工事完了後は開発許可を取消す訴えの利益がないとする最高裁判例が確立され

ているところ、これらの判例に対しては、いわゆる「建てた者勝ち」となると

いう批判1が少なくなかった。本件は、取消訴訟の訴えの利益喪失の理由とし

て摘示されてきた都市計画法81条１項に基づく違反是正命令の存在に着目し、

同項２号に基づく違反是正命令として、処分庁に対し、開発業者による必要な

工事の義務付けを認容した点で、開発行為の違法を争う新たな道を開いたもの

1 最高裁平成５年判決に対する批判は後述する。
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として注目に値する2。また、直ちに擁壁が崩壊する高度の蓋然性がないとして

妨害予防及び妨害排除請求といった民事上の請求を排斥しつつも、処分庁の裁

量逸脱を認め、処分庁に対する義務付けを認容した点において、行政訴訟の存

在意義を示す事案ということができる。

　さらに、本件は、いわゆる非申請型義務付け訴訟での数少ない認容例の一つ

であるところ、同訴訟の大きなハードルとなりうる要件である「重大な損害を

生ずるおそれ」（重損要件）について、別途論じた上で、本件の位置づけを検討

する。

第２　事案の概要及び事実の経過

　判決文から読み取れる事案の概要と事実の経過は以下のとおりである（判決

p13）。

１　当事者

　原告 A は本件斜面地の隣（下部）にある不動産を所有する者、原告 B 及び C

は本件斜面地の隣（上部）にある不動産を所有する者、被告 WT は開発行為に

関する工事（宅地造成工事）をした者、被告 BW は本件斜面地を所有する者、

被告東栄は原告 A 及び B に対し、建物を建設して土地と建物を売却した者で

ある。

２　本件斜面地の区域区分

　本件斜面地は、市街化区域にあり、宅地造成工事規制区域及び土砂災害警戒

区域に指定されている。

３　時系列

① 　平成23年８月15日、WT は宝塚市長に対し、宅造法８条１項に基づき許可

申請（当初宅造工事）

②　同年９月８日、許可処分

③ 　平成24年８月16日、WT は宝塚市長に対し、宅造法12条１項に基づき変更

2 開発取消訴訟は、これまでかなり提起されてきたとはいえ、そのほとんどが原告適
格が否定されるか、開発行為に関する工事の完了により訴えの利益が消滅したとする
却下判決による原告敗訴の事案である。金子によれば、原告適格を認め、原告の請求
を認めた例は、奈良地判平成６年10月12日判自139号69頁のみであるとされる。金子正
史『まちづくり行政訴訟』20頁、注41
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許可申請

④　同年９月14日、許可処分

⑤ 　平成24年10月10日、当初宅造工事が完了し、宅造法13条１項に基づき検査

を申請

⑥　同月16日、検査済証交付

⑦ 　平成25年３月26日、WT は用途を戸建住宅とする開発行為の許可申請（本

件開発行為）

⑧　同月27日、許可処分（本件開発許可）

　　（本件石積擁壁は本件開発行為に係る開発区域の外部に位置していた）

⑨ 　平成25年11月22日、WT は都計法35条の２第１項に基づき本件開発行為の

変更許可申請

⑩　同年12月13日、第１次変更許可

⑪ 　平成26年１月８日、WT は都計法35条の２第１項に基づき本件開発行為の

変更許可申請

⑫　同月16日、第２次変更許可

⑬　平成26年１月30日までに工事完了

⑭　平成26年１月30日、本件開発工事につき検査済証交付、完了公告

４　L 字型擁壁と本件石積擁壁

　当該工事により、盛土及び切土がされ、擁壁が設置された。その結果、本件

斜面地の上部（本件開発区域内）にコンクリート造の L 字型擁壁（本件上部擁

壁）、その下部（同区域外）に本件石積擁壁（連積み造の擁壁）が位置すること

になった。

第３　原告の請求内容、裁判所の判断、争点

１　原告の請求内容と裁判所の判断は以下のとおりである。

（１）被告処分庁に対する請求

　①　開発許可の無効確認請求は、訴えの利益なしとして却下された。

　②　行訴法３条６項１号の義務付けの訴え

　　ア　都計法81条１項に基づく調査命令は、権限がないとして却下された。

　　イ 　都計法81条１項に基づく工事命令は、原告 B 及び C について認容さ

れた。原告 A については、「重大な損害を生じるおそれ」がないとして

却下された。
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　　ウ 　宅造法17条１項及び２項に基づく調査命令は、権限がないとして却下

された。

　　エ 　宅造法17条１項及び２項に基づく工事命令（B 及び C については判断

の必要なし？）

（２）被告 WT 及び被告 BW に対する請求

　① 　妨害排除又は予防請求（調査及び工事）は、高度の蓋然性がないとして

棄却された。

　②　その他の請求

　 　被告処分庁に対する損害賠償請求は、違法ではあるものの損害がないとし

て棄却された。

　　被告 WT、被告 BW に対する慰謝料請求は棄却された。

　　被告東栄に対する補強工事請求、損害賠償請求も棄却された。

２　争点

　本件の争点は、以下のとおりである（判決 p23）。

（１）無効確認の訴え

　① 　無効確認を求める訴えの利益は、本件開発行為が終了したことにより失

われたか

　②　原告 A は無効確認を求める原告適格はあるか

　③　無効事由の有無

（２）義務付けの訴え（都計法、宅造法それぞれ）

　①　調査命令の権限の有無

　②　重大な損害を生ずるおそれの有無

　③　原告 A の原告適格の有無

　④　補充性の有無

　⑤　本案要件の有無（法令の規定から明らか又は裁量逸脱）

　⑥　命令の内容の特定

（３）民事訴訟については省略する。

第４　判旨

　上記争点についての神戸地裁判決の判旨は以下のとおりである。

１（１）争点（１）①無効確認の訴えの利益について

　後述する最判平成５年９月10日民集47巻７号4955頁を参照し、国交大臣等は、
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都計法81条１項１号の規定に基づき違反是正命令を発することができるから、

開発許可の存在は、違反是正命令を発する上において法的障害となるものでは

なく、また、たとえ開発許可の無効が確認されたとしても、違反是正命令を発

すべき法的拘束力を生ずるものでもないとして、工事が完了し、検査済証の交

付もされた後においては、開発許可の無効確認を求める訴えの利益を欠くとし

た。

　そして、宅地造成工事規制区域内の土地であっても同様とした。

　（２）争点（１）②原告適格、③無効事由について

　訴えの利益を欠くため、その余の点について判断するまでもなく、不適法と

して、原告 A の原告適格及び無効事由の有無についての判断をしなかった。

２（１）争点（２）①調査命令権限について

　都計法及び宅造法ともに、これらに基づく処分行政庁の調査命令権限はない

として、不適法却下とした。

　以下では、都計法81条１項に基づく工事命令の義務付けの訴えについてのみ、

争点の判断が示された。

　（２）争点（２）②重損要件について

　「仮に一定の処分がされないことが違法であると仮定した場合において、当

該不作為により、当該訴えの原告の法的利益に重大な侵害が生じる相当程度の

可能性が認められることを要するものとするのが相当である。」との判断基準

を示した。そして、開発許可対象地である斜面地の隣（上部）にある不動産の

所有者、居住者である原告 B 及び C については、「仮に処分行政庁において本

件都計工事命令をしないことが違法であった場合には、本件斜面地が崩落し、

原告 B らの生命又は身体が害される相当程度の可能性があるものと認められ

る。」「社会通念上、金銭による事後的な賠償をもって回復することが困難であ

り、又は相当でないというべきである」として、重大な損害を生じるおそれが

あると認定した。

　これに対し、当該斜面地の隣（下部）にある不動産の所有者原告 A について

は、「所有しているが居住しておらず賃貸しているところ、崩落により A の財

産が害される相当程度の可能性は認められるものの、社会通念上、金銭による

事後的な賠償をもって回復することが可能であって、これによることが不相当

ということもできない」として、重大な損害を生ずるおそれがないとした。

　（３）争点（２）③原告 A の原告適格について
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　原告 B 及び C について、重損要件の認定の上、がけ崩れのおそれが多い土

地等を開発区域内に含む開発許可の取消訴訟における開発区域周辺住民の原告

適格を認めた最判平成９年１月28日民集51巻１号250頁を参照して、原告適格

を認めた。

　原告 A については、重大な損害を生ずるおそれが否定されているため、原

告適格については判断されていない。

　（４）争点（２）④補充性について

　「行訴法は、原告に重大な損害を生じさせるおそれの原因が第三者の行為又

は所有物等にあり、原告が当該第三者に対して直接民事上の請求をすることに

よって権利の救済を図ることができる場合であっても、行訴法３条６項１項所

定の義務付けの訴えによる救済を排除する趣旨ではない」とし、民事上の妨害

排除請求は行訴法37条の２第１項にいう「適当な方法」に含まれないとし、補

充性を認めた。

　（５）争点（２）⑤本案要件について

　直接開発許可の対象となった擁壁と昭和45年に宅地造成された際の擁壁とが

あり、「論拠１（古い擁壁の適法性）に確実性があるとはいえず、論拠２（作用

力の減少）の前提とされた図の基準とされた時点が誤っている上、少なくとも

本件開発行為により本件石積擁壁に対する作用力が減少するともいえない。」

「このことに加えて、県宅造マニュアルは、原則として二段積み擁壁（上段の

擁壁の基礎及び底版が下段の擁壁を基点とした土質別角度θの勾配線内に入っ

ていないもの）が許されないと定め、二段積み擁壁となる場合には、上段擁壁

等による荷重を考慮した下部擁壁の安全性を慎重に確認することを求める趣旨

であることを併せ考慮すれば、本件上部擁壁等による荷重を考慮して本件石積

擁壁が安全であると判断した本件開発行為等は、その判断の基礎とされた重要

な事実に誤認があり、又は事実に対する評価が合理性を欠くものと評せざるを

得ない。」「そうである以上、本件開発行為が本件許可基準（都計法33条１項７号、

宅造法９条１項）に適合すると判断した本件開発許可等は、その裁量権の範囲

を逸脱し又はこれを濫用した違法なものというべきである」として、開発許可

等の判断自体の違法性を認定した。

　そして、行政処分庁は、現時点において、本件都計命令を発令していないこ

と、事情の変更が生じたことにより、本件上部擁壁等による荷重を考慮して本

件石積擁壁が安全であると認められる状況になったということもできないとい
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う段階的な認定をした上で、「以上のような本件の具体的な事実関係の下では、

行政処分庁が、現時点において、都計法81条１項２号に基づき、被告 WT に

対して本件都計工事命令を発令する要件を満たさない、すなわち、本件開発行

為が本件許可基準（都計法33条１項７号、宅造法９条１項）に適合していると

判断していることは、本件斜面地の法面及び本件石積擁壁が崩壊する具体的な

おそれがあるか否かを判断するまでもなく、その裁量権の範囲を超え又はその

濫用となると認めざるを得ない」とした。

　（６）争点（２）⑥命令内容の特定について

　「裁判所は、本件開発工事の注文主である被告 WT に対する本件都計工事命

令の内容としては、都計法81条１項２号に基づき、同項柱書の認める処分内容

の範囲内において、同工事が本件許可基準に違反しているに等しい状態を是正

するための必要な措置を命じれば足り、その具体的な内容をどのようなものと

するかについては、処分行政庁の合理的な裁量に委ねるべきものと解される。」

とし、「裁判所は、本件都計工事命令の内容として、被告 WT に対し、本件開

発区域内の土地である本件斜面地につき、安全上必要な措置をとること、具体

的には、その法面及び本件石積擁壁の崩壊を防止するために必要な工事を行う

ことを命じれば足り、その工事の内容を具体的に特定するまでの必要はないも

のと解すべきである。」とした。

　以上の要件を充足するとして、原告 B 及び C について、都計法81条に基づ

く工事命令の義務付けが認容された。

第５　開発許可取消及び無効確認の訴えの利益

１　最高裁判例

（１ ）最判昭和59年10月26日民集38巻10号1169頁（以下「昭和59年判決」とい

う。）

　昭和59年判決は、開発許可ではなく建築確認の取消を求めた事案であるが、

工事完了後は建築確認の取消を求める訴えの利益は失われるとし、その後の開

発許可取消訴訟にその論理が引き継がれた。

　「建築確認は、・・・建築等の工事が着手される前に、当該建築物の計画が建

築関係規定に適合していることを公権的に判断する行為であって、それを受け

なければ右工事をすることができないという法的効果が付与されており、建築

関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的としたものとい
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うことができる。しかしながら、右工事が完了した後における建築主事等の検

査は、建築関係規定に適合しているかどうかを基準とし、是正命令は、建築基

準法等の規定に適合しているかどうかを基準とし、いずれも当該建築物及び敷

地が建築確認に係る計画どおりのものであるかどうかを基準とするものでない

上、違反是正命令を発するかどうかは、特定行政庁の裁量にゆだねられている

から、建築確認の存在は、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命令を発する

上において法的障害となるものではなく、また、たとえ建築確認が違法である

として判決で取り消されたとしても、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命

令を発するべき法的拘束力が生ずるものではない。したがって、建築確認は、

それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果を付与されて

いるにすぎないというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、

建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない。」

（２ ）最判平成５年９月10日民集47巻７号4955頁（以下「平成５年判決」とい

う。）

　平成５年判決は、開発許可取消訴訟の訴えの利益についてのリーディング

ケースであり、工事が完了し、検査済証の交付後には、開発許可の取消を求め

る訴えの利益は失われるとし、その後の判決は理由付けも含め、これに従って

いる。なお、この事案も神戸地裁の事案と同様、宅地造成工事規制区域の指定

を受けた土地についてのものであった。

　開発許可は、「あらかじめ申請に係る開発行為が同法33条所定の要件に適合

しているかどうかを公権的に判断する行為であって、これを受けなければ適法

に開発行為を行うことができないという法的効果を有するものであるが、許可

に係る開発行為に関する工事が完了したときは、開発許可の有する右の法的効

果は消滅するものというべきである。」

　「客観的にみて同法33条の要件に適合しない開発行為について過って開発許

可がされ、右行為に関する工事がされたときは、右工事を行った者は、同法81

条１項１号所定の「この法律に違反した者」に該当するものというべきである。

したがって、建設大臣又は都道府県知事は、右のような工事を行った者に対し

て、同法81条１項１号の規定に基づき違反是正命令を発することができるから、

開発許可の存在は、違反是正命令を発する上において法的障害となるものでは

なく、また、たとえ開発許可が違法であるとして判決で取り消されたとしても、

違反是正命令を発すべき法的拘束力を生じるものでもないというべきである。」
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　「そうすると、開発行為に関する工事が完了し、検査済証の交付もされた後

においては、開発許可が有する前記のようなその本来の効果は既に消滅してお

り、…開発許可の取消しを求める訴えは、その利益を欠くに至るものといわざ

るを得ない。」

（３）最判平成11年10月26日裁判集民事194号907頁

　平成５年判決の射程を予定建築物の建築確認がされていない事案にも及ぼし

た3。

（４）最判平成27年12月14日民集69号８号（以下「平成27年判決」という。

　市街化調整区域内にある土地を開発区域として開発許可を受けた開発行為に

関する工事が完了し、検査済証が交付された後においても、当該開発許可の取

消しを求める訴えの利益は失われないとし、平成５年判決の射程を狭めた4。

　「市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域においては、

都市計画法43条１項により、原則として知事等の許可を受けない限り建築物の

建築等が制限されるのに対し、開発許可を受けた開発区域においては、同法42

条１項により、開発行為に関する工事が完了し、検査済証が交付されて工事完

了公告がされた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物の建築等

が原則として制限されるものの、予定建築物等の建築等についてはこれが可能

となる。そうすると、市街化調整区域においては、開発許可がされ、その効力

を前提とする検査済証が交付されて工事完了公告がされることにより、予定建

築物等の建築等が可能となるという法的効果が生ずるものということができ

る。」

　「したがって、市街化調整区域内にある土地を開発区域とする開発行為ひい

ては当該開発行為に係る予定建築物等の建築等が制限されるべきであるとして

開発許可の取消しを求める者は、当該開発行為に関する工事が完了し当該工事

の検査済証が交付された後においても、当該開発許可の取消しによって、その

効力を前提とする上記予定建築物等の建築等が可能となるという法的効果を排

除することができる。」

（５）最判平成７年11月９日裁判集民事177号125頁

　市街化区域については平成５年判決が、市街化調整区域については平成27年

3 深澤龍一郎法学教室430号131頁
4 山下竜一法学セミナー 736号119頁
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判決が枠組みを形成している。では、いわゆる未線引きの都市計画区域内の土

地についてはどうなるのか。

　最判平成７年11月９日は、市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画

が定められていない都市計画区域内における都市計画法附則４項（平成12年法

律第73号による改正により削除され、法29条に組み込まれた。）に基づく開発

許可及び森林法（平成３年法律第38号による改正前のもの）10条の２第１項に

基づく開発許可の取消し及び無効確認を求める訴えにつき、開発行為に関する

工事が完了し、検査済証の交付もされているという事案において、訴えの利益

が失われる旨判示している。平成27年判決との比較の観点からは、区域区分が

定められていない都市計画区域内に関する法規制の構造は、市街化区域に類し

たものといえる5。

２　最高裁判決の枠組みへの批判

　これらの最高裁判決により、市街化区域内の土地を対象とする開発許可につ

いては、工事完了後は、開発許可取消（及び無効確認も）の訴えの利益は失わ

れるが、市街化調整区域内の土地を対象とする開発許可については、工事完了

後も開発許可取消の訴えの利益は失われないという枠組みが示された。

　平成５年判決等の理由は、①開発許可は、これを受けなければ適法に開発行

為を行うことができないという法的効果を有するが、工事が完了し検査済証が

交付されたときは、開発許可の法的効果は消滅すること、②開発許可の存在は、

違反是正命令を発する上での法的障害とならず、開発許可が取り消されても、

違反是正命令を発すべき法的拘束力は生じないことの２つである6。

　平成27年判決は、このうち①の開発許可の法的効果が市街化調整区域の場合

には異なるとして、訴えの利益を認めたものであるが、②について言及してい

ない7。

　②の理由及び判例の帰結には、多くの批判がある。例えば、荒は、現実には

審査前置主義が採られ、上告まで争われた場合の時間の経過により建築・開発

5 平成27年判決最高裁判例解説注８
6 山下前掲
7 このことについては、開発許可と違反是正命令との関係を考えるにあたり解釈上の
難点を抱えている、解釈の歪みを除くためには、平成５年判決を見直すよりほかはな
いのではないかとの批判もある。島村健民商152－2－72　192頁
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が完了してしまう可能性が強いこと、執行停止制度が利用されることの困難性

故、現実的には取消し訴訟による救済を剥奪してしまう結果を招く不合理性を

指摘し、さらには開発者や建築主は工事を着々と完了に向かって進めることが

可能なため、結果的にはこのような判決は業者にともかく早く既成事実を作っ

てしまうようなことを助長しかねないと批判する8。金子は、平成５年判決は、

違法な開発行為が行われた開発区域での建築物の建築制限には必ずしも直結せ

ず、容易に建築物の建築を認めることにもなりかねず、これでは、開発行為に

一定の水準を確保し、スプロールの弊害を防止するという開発許可制度の趣旨

が形骸化してしまうおそれがあると批判する9 10。

　つまり、違反是正命令の存在を理由に開発許可の取消しの訴えの利益が否定

されているところ、現実には、開発許可がされてしまえば、理論上は独立した

手続きである違反是正命令が発せられることはほとんど考えられず、「建てた

者勝ち」という現実を招くということである。

　市街化調整区域であっても、同様の事態を招く危険はある。平成27年判決の

差し戻し後の本案審理において、開発許可の違法性、つまり法の許可基準違反

等の主張を整理して開発許可の取消しを求めることは必ずしも容易ではないと

の指摘がされている。すなわち、平成27年判決の事案において、原告らが執行

停止の申立てを行ったか否か明らかではないが、すでに検査済証が交付されて

いるので、開発業者は、予定建築物等の確認申請を行い、建築確認を受けた後、

建築工事に取りかかれることになる。予定建築物等の建築工事完了後は、建築

確認の取消を求める訴えの利益は失われるとされている（昭和59年判決）ので、

予定建築物等の建築工事が完了した以上、開発許可を取り消す実際上の必要性

を欠くため、原告らの訴えの利益も失われると考えられるのである11。

３ 　本件神戸地裁判決の位置づけ及び宅地造成工事規制区域における開発許可

の性質

8 荒秀法学教室162号101頁
9 金子前掲13頁
10 その他の批判として、高山浩平「判批」行政判例研究会編『平成５年行政関係判例
解説』181頁、見上崇洋「判批」民商110巻６号1074頁、山本隆司「判批」法協112巻９
号1294頁
11 楠井嘉行ら判自410号９頁
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　荒は、上記のような現実を踏まえ、平成６年当時発表された平成５年判決の

判例評釈において、是正命令の発動を求める申し立て権の制度化が考えられて

良いと提案していた12。その後、平成16年行政訴訟法改正により非申請型義務

付け訴訟が明文化された。

　そして、まず、大阪地判平成21年９月17日判自330号は、隣接居住者が提起

した建築基準法９条１項に基づく是正命令の義務付け訴訟について、訴えの適

法性を認めた（本案判断で棄却）。

　こうした流れの延長として、本判決は、最高裁判決の枠組みの下で、是正命

令の義務付けを認容したものであり、開発行為の違法を争う新たな道を開いた

ものと評価できる。

　ただし、本判決において、原告らは、義務付け訴訟のみ提起したわけではな

く、開発許可の無効確認も求めた。市街化区域内の事案で工事は完了してはい

るものの、原告らは、宅地造成工事規制区域内の土地を対象とする開発許可の

場合も、原則として工事が制限され、開発許可により工事が可能となるので、

平成27年判決が示した市街化調整区域における開発許可の法的性質と同様であ

ると主張した。これに対し、本判決は、「宅造法８条１項により開発行為又は

同項に基づく許可を受けていない限り、宅地造成に関する工事をすることがで

きないところ、当該区域内にある土地を対象とする開発許可がされた場合にお

いては、当該開発許可に係る開発行為に関する工事が完了し、検査済証が交付

された後は、当該区域内で新たに宅地造成に関する工事を行おうとする者は、

改めて、開発許可又は宅造法８条１項に基づく許可を受けなければならないと

解される。他方で、宅地造成工事規制区域においては、当該区域が市街化区域

内にある限りは、そもそも建築物を建築等すること自体は禁止されていないか

ら、当該区域内にある土地を対象とする開発許可がされた場合であっても、そ

の法的効果として建築物の建築等が可能となるわけではない。」。工事が完了し、

検査済証交付後は、「排除すべき法的効果が残存していないといわざるを得な

い。」と、平成５年判決の枠組みのとおり判示した。

第６　本判決の意義

　開発許可の違法性を争うにあたり、係争中に工事が完成してしまうことで、

12 荒前掲
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開発許可の取消しまたは無効確認の訴えの利益は失われ、客観的に違法状態が

あれば是正命令がされればよいという最高裁の枠組み、考え方に対し、現実に

は開発許可がある以上、是正命令は発せられることはないため、建てた者勝ち

という状況を生みだす、さらにはスプロールの弊害を生じさせかねないと批判

されてきた状況の下、是正命令を直接義務付け訴訟により義務付ける方法が開

けた意義は大きい。

　産業廃棄物処分場についての非申請型義務付け訴訟の原告側勝訴案件である

福岡高判平成23年２月７日判時2122号45頁の事案は、既に業者が倒産状態であ

り、判決による措置命令の義務付けがされる前の段階でも、水質等が大幅に規

制基準を超え、行政による厳重注意、改善命令が行われ、民事上の使用、操業

の仮差し止めが行われるという特殊なケースであった。これに比べ、本判決は、

違法が認定され是正命令が義務付けられることに大きな意味がある事案であっ

たと評価できる。

　また、民事上の妨害予防及び妨害排除請求について、「現時点では、未だ本

件斜面地の法面又は本件石積擁壁が崩落していないから、原告らの所有権又は

人格権が現に侵害されたとは認めがたい。」本件開発行為は、「本件許可基準の

定める技術的基準に形式的に適合していないに等しい」としつつも、このこと

は「本件斜面地の法面又は本件石積擁壁が崩壊する相当程度の可能性があるこ

とを推認するにとどまるから、このことをもって直ちに、客観的にみて、本件

斜面地の法面又は本件石積擁壁が崩壊する高度の蓋然性があるとまでは認める

に足りないと言わざるを得ない。」として、開発業者及び土地所有者に対する

民事上の請求を否定した。こうした状況の下、非申請型義務付け訴訟が認容さ

れることは、実務上敬遠されがちな行政訴訟13自体の存在意義を示す事案と評

価できる。

13 平成16年行訴法改正前の論評であるが、阿部泰隆は、小田急高架化事業認可取消訴
訟控訴審東京高裁判決に関して、「行政訴訟は、実際的にも、理論的にも、当事者対等
の原則にたつものではなく、結局は、『行政訴訟はやるだけ無駄』であることを証明し
たようなものである」と批評した（『環境法判例百選〔初版〕』89頁）。環境訴訟に取組
む実務家としては、こうした論評も踏まえ、民事上の請求を優先的に検討するのが実
際のところである。
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第７　「重大な損害を生ずるおそれ」要件（行政訴訟法37条の２第１項）

１　非申請型義務付け訴訟の重損要件　

　自らに対する処分の場合も含め、非申請型義務付け訴訟は「重大な損害」要

件（以下、島村14に従い「重損要件」という。）を欠くとして却下例が極めて多

い15。このような状況は非申請型義務付け訴訟の機能不全を意味するものに他

ならないとの指摘がある16。本判決はこの類型の訴訟で、原告が勝訴したとい

う結論自体でも注目に値する。

　上述したとおり、開発行為の違法性を争うにあたり、取消訴訟の訴えの利益

の問題から義務付け訴訟への道が開いたとしても、重損要件の解釈や認定如何

によっては、再び閉塞状況に陥ってしまう。そこで、非申請型義務付け訴訟に

おける重損要件について、特に第三者によるものに注目して、学説及び判例を

概観してから、改めて本判決を検討する。

２　重損要件が設けられた趣旨

　改正行訴法の立案関係者は、「義務付けの訴えは、行政庁において具体的な

処分をすべきことを裁判所が直接命ずる裁判を求める訴え」であるので、「そ

の要件については、国民の権利利益の実効的な救済の観点を考慮するとともに、

司法と行政の役割分担の在り方を踏まえた適切なものとする必要があ」るとこ

14 島村健「非申請型義務付け訴訟における『重大な損害を生ずるおそれ』の判断方法
について─自らに対する処分の義務付け訴訟にかかる裁判例の概観と分析─」滝井繁
尾先生追悼論集『行政訴訟の活発化と国民の権利重視の行政へ』（2017年、日本評論社）
251頁以下。
15 石崎誠也「非申請型義務付け訴訟要件としての『重大な損害』についての考察」西
埜章先生・中川義朗先生・海老澤俊郎先生喜寿記念『行政手続・行政救済法の展開』（信
山社、2019年）259頁によれば、全部却下173判決（79.4％）、棄却42判決（19.3％）、認
容３判決（1.4％）とされる（後記３裁判例東京地裁判決③が含まれていない。）。認容
された３判決のうち、２判決（福岡高裁判決⑧、福島地裁判決⑨）は第三者義務付け
訴訟である。本件神戸地裁判決は、数少ない認容例の一つとなった。
16 石崎・前掲注２、259頁。改正行政事件訴訟法施行状況検証研究会でも却下率の高さ
を指摘して「実際上活用されていない」との発言がある。高橋滋編『改正行訴法の施
行状況の検証』（商事法務、2013年）149頁。池田直樹「環境分野における義務付け訴
訟の『重大な損害』要件の克服」水野武夫先生古稀記念『行政と国民の権利』（法律文
化社、2011年）95頁、越智敏裕『環境訴訟法』－ Environmental Law and Litigation（2015
年、日本評論社）も同旨。
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ろ、法37条の２第１項は、このような観点から、救済の必要性に関する要件を

定め」たものと説明する。そして、非申請型義務付け訴訟は、「一定の処分を

求める法令上の申請権がない者が、第三者に対する規制権限行使としての処分

などの一定の処分をすべき旨を命ずることを求める」ものであり、これは「法

令上の申請権がない者にあたかも申請権を認めることと同じような結果」にな

るので、訴訟上の救済は、「救済の必要性が高い場合に限られるべきである」

と理由から設けられたものと説明する17。

　学説では、このような趣旨で重損要件を設けることについて、立法裁量の範

囲に入るとして合理性を説明する考えもある一方で18、平成16年改正時より、

第三者に取消訴訟を起こす力を与えている以上、義務付け訴訟においても当然

第三者に訴える力が与えられるべきとして、そもそも申請権の有無により区別

すること自体を批判し、重損要件を訴訟要件とすることに批判もあった19。

　こうした批判的な考えの延長線上に位置付けることが可能な重損要件の解釈

論もある。山本隆司教授は、非申請型義務付け訴訟における重損要件は、加重

要件ではなく、「行政庁が処分の要否につき調査・判断を行っていない場合に、

行政手続上ないし行政訴訟手続上、原告に一定程度の証拠提出責任」を負わせ

る意味があるに過ぎないとする20。興津征雄教授も、重損要件を加重要件では

なく成熟要件とする。すなわち、「行政庁による調査・検討という案件処理の

過程を省略していきなり裁判所に案件が持ち込まれる」ことを相当とする程の

「救済の必要性があり、行政庁の調査・検討抜きに裁判所が判断できるほど争

点が明確化・具体化しており紛争が成熟していること」と理解されるべきとす

る21。

17 福井秀夫ほか『新行政事件訴訟法』（2004年、新日本法規）138頁以下（村田斉志）。
小林久起『行政事件訴訟法』（2004年、商事法務）161頁も同旨。
18 塩野宏『行政法Ⅱ（第６版）』（2019年、有斐閣）249頁。
19 小早川光郎・阿部泰隆・芝池義一「鼎談・行政訴訟検討会の『考え方』をめぐって」
ジュリスト1263号22頁以下における阿部泰隆発言。阿部泰隆『行政法解釈学Ⅱ』（2009
年、有斐閣）。
20 山本隆司「改正行政事件訴訟法をめぐる理論上の諸問題」論究ジュリスト８号（2014
年冬号）74頁。
21 興津征雄『違法是正と判決効』（2010年、弘文堂）287頁以下。小早川光郎編『ジュ
リスト増刊・改正行政事件訴訟法研究』（2005年、有斐閣）126頁以下（中川丈久発言）、
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　重損要件の捉え方について学説は多様であるが、島村教授の整理によると、

重損要件を、申請権が認められていない場合に行政権の発動を求めるための特

別の訴訟要件とみるか、成熟性の要件とみるかに分かれ、前者によれば、損害

の重大性が厳格に要求されることにつながりやすく、後者によれば、たとえば、

損害が生命・身体にかかる損害ではないという理由で重損要件の充足が否定さ

れるということは、より少なるだろうとされる22。

　ただし、重損要件の位置づけをどのように考えるかにより上記のような違い

が生じる傾向があるとしても、重損要件の解釈においては、国民の権利利益の

実効性救済の観点からして、柔軟に運用されるべきであるという点では、学説

は一致しているように見える23。

　この点、池田は、参議院において「義務付けの訴え及び差止めの訴えについ

ては、取消訴訟を中心とした訴訟の仕組みを改め、その要件等を明確化し、救

済方法を拡充するという今回の改正の趣旨を生かし、柔軟な運用がされるべき

趣旨であることについて周知徹底に努めること。」との付帯決議がなされたこ

とを指摘している24。

３　裁判例

　学説が、重損要件を柔軟に解釈すべきとする一方、前述のとおり、多くの裁

判例は重損要件を欠くとして、却下されている。以下、第三者による非申請型

義務付け訴訟に絞って、裁判例を概観する。

①　大阪地判平成18年２月22日判タ1221号238頁

　建設廃材の破砕等の中間施設の処分業の許可差止請求事件において、「産業

廃棄物の飛散、流出、地下への浸透、悪臭の発散又は排ガス、排水、騒音及び

振動により生命、健康又は生活環境に係る著しい被害を受けるような事態は容

易に想定し難い」として、重損性を否定した。

②　東京地判平成19年１月31日（裁判所ウェブサイト）

中川丈久「行政訴訟の基本構造（２・完）」民商法雑誌150巻２号（2014年）171頁（204
－206頁）も、重損要件を、紛争の成熟性要件と理解する。
22 島村・前掲注14、15頁
23 塩野・前掲注18、250頁、阿部・前掲注19、298頁、橋本博之『解説　改正行政訴訟法』

（2004年、弘文堂）63頁、宇賀『行政法概説Ⅱ　行政救済法』第６版（2018年、有斐閣）
341頁、越智・前掲注16、45頁、池田・前掲注16、104頁以下。
24 池田・前掲注16、103頁。
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　建築物是正命令義務付けを求めた事案で、「仮に、建築物の敷地が接道要件

等を満たしていないことにより火災発生時における消化活動等に困難を来し、

その結果、近隣住民等に重大な損害を生じるおそれがあるとしても、それは、

違法建築物の建設が相当程度に進ちょくし、当該建築物につき火災等の危険が

生じた時点で初めて認められるもの」とし、重損要件を否定した。

③　東京地判平成19年９月７日（裁判所ウェブサイト）

　マンションから40メートルの位置に居住する原告らについては、「仮に本マ

ンションが接道義務を果たしていないものがあるならば、…その居住する各建

築物に火災等が拡大して身体及び生命に危険が及ぶおそれがある」として重損

性を認めた。

④　大阪地判平成19年２月15日判タ1253号134頁

　都市計画法81条１項に基づく違反是正命令の義務付け訴訟において、仮に本

件通路や本件講習用道路上での交通渋滞が生じたとしても、原告らの権利や利

益に対する具体的な危険があるとはいえないとして、重損性を否定した。

⑤　京都地判平成19年11月７日判タ1282号75頁

　京都市船岡山の風致地区付近に建てられた建物について、一部除去命令の義

務付け等を求めた事案において、建築基準関係規定等において、景観利益を住

民個々人の個別的な利益として保護していると解することは困難である等とし

て、重損性を否定した。

⑥　大阪地判平成21年９月17日判地自330号58号

　土地の地盤が軟弱であるため当該土地上のマンションは構造上の安全性を有

しないとして、建築基準法９条１項の是正命令の義務付けが求められた事案で、

マンション敷地と隣接した土地を所有し、境界及び擁壁に近接して建築された

建物に居住する者は、マンション又は土地が建基法の規定に違反している場合

には、生命・身体の安全に影響が及ぶおそれがあり、かかる損害は回復困難な

性質のものであるとして、重損要件を肯定した（ただし請求は棄却）。

⑦　横浜地判平成22年６月30日判決判地自343号46頁

　建築基準法９条による除去命令・建築訂正命令等の義務付けを求めた事案で、

原告らの主張する地震・火災時の倒壊等の不測の事態を招くのではないかとの

危惧感や中２階の存在による火災発生時の大火に繋がる危険性への恐怖感は抽

象的なものであるとして、その重損性を否定した。

⑧　福岡高判平成23年２月７日判時2122号45頁
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　安定型処分場には、外周仕切設備等の遮水工等が設けられているとは考え難

く、地下に浸透した鉛が地下水を汚染して本件処分場の外に流出する可能性は

高いこと、控訴人に井戸水を飲料水及び生活水として利用している者がおり、

その控訴人を含む周辺住民の生命、健康に損害を生じるおそれがあると認めら

れるとし、生命、健康に生じる損害は、その性質上回復が著しく困難であるか

ら、訴訟要件としての重損性があるとした。

⑨　福島地判平成24年４月24日判時2148号45頁

　産業廃棄物処分施設を設置する法人の監査役であった者が法人税法違反の罪

で禁固以上の刑に処せられたことで、取消義務を認容した。

⑩　東京地判平成24年９月21日 LEX/DB 25496539

　建築基準法９条１項による建築物除去命令の義務付けを求めた事案で、「現

時点においては、本件建築物から原告らに重大な損害に当たるというのが相当

な程度の損害を生じさせるような火災が発生するものとは考え難い」として重

損性を否定した。

⑪　東京地判平成28年２月12日 LEX/DB 25535813

　建築基準法９条１項に基づく建築物除去命令の義務付けを求めた事案で、火

災による被害、建築物の倒壊ないし構造物の崩落による被害について、損害発

生の蓋然性がないことを理由に、重損性を否定した。

　このうち、④（交通渋滞）及び⑤（景観利益）は、損害の「重大」性の問題で

あり、その他は、生命身体という重大な損害が生じる「おそれ」があるかどう

かが問題となっていると分類することができる。

　そして、⑩と⑪は、判旨の中で、重損要件の趣旨は特別の訴訟要件であると

指摘し、救済の必要性が極めて高い場合に限ると厳格な基準を示している。厳

格な基準を要求せず請求を認容した⑥⑧⑨の中でも、⑧及び⑨は、相当に詳細

な事実認定をした上で、重大なおそれの有無を判断しているのに対し、⑥は、

法令違反があったと仮定した場合に、一般的、抽象的に重大なおそれがあるか

否かが検討されている。⑧及び⑨の検討方法によると、重損要件が実体判断と

同様の検討内容となるのに対し、⑥では、重損要件が別個独立の訴訟要件であ

ることが意識されていると評価できる。

　「おそれ」という文言が使用されている以上、損害発生の蓋然性の立証が必

要であるが、どこまでの危険性が立証されればいいのだろうか。②⑦⑩は、損

害の現実性、具体性を求めており、本来文言にはない要件を付け加えるもので



判 例 研 究

北法70（6・263）1271

あり、相当でない25。

　この点、周辺住民などの第三者である原告と、被告たる行政庁の証拠の偏在

等を理由に、伊方原発最高裁判決を参考に、重大な損害を生じるおそれがある

ことを原告側は疎明すればよく、被告側においてそうしたおそれがないことを

被告行政庁の側が証明すべきとの見解もある26。証拠の偏在による原告救済の

困難性は指摘のとおりであるが、本案要件としてならまだしも、訴訟要件とし

て、ここまで立証責任の振り分けが導かれるかというと疑問である。

　訴訟要件としての重損要件と、本案要件に関して行政の作為を義務付けるた

めの重大な損害のおそれとは明確に区別すべきである。訴訟要件は実体的司法

審査の資格要件であるから、違法な状態が存在するのではないかという合理的

な疑いがある程度の立証で足りると解するべきである27。

４　本件神戸地裁判決

　本判決は、まず第三者の非申請型義務付け訴訟は、「あたかも申請権を認め

ることと同様の結果をもたらすから、救済の必要性が高い場合であることを要

する」として、重損要件は特別の訴訟要件であると捉えている。そして、判断

基準として、「仮に一定の処分がされないことが違法であると仮定した場合に

おいて、当該不作為により、当該訴えの原告の法的利益に重大な侵害が生ずる

相当程度の可能性が求められることを要するものと解するのが相当である」と

した。「仮に」違法…という検討方法をとっている点で、⑥に近い要件の位置

づけである。「相当程度の可能性」は、因果関係や共同不法行為においてもし

ばしば用いられる概念であり、高度の蓋然性よりも立証の度合いをやや下げた

ものと評価できる。特別な訴訟要件としつつも、柔軟に解釈すべきという学説

に合致した基準と評価できる。

　本判決は、この基準に照らし、問題となっている擁壁がある本件斜面地の上

の土地を所有している原告 B 及び C について、「仮に処分行政庁において本件

都計工事命令をしないことが違法であった場合には、本件斜面地が崩落し、原

25 松浦寛「環境訴訟と行政事件訴訟法37条の２第１項の『損害の重大性』要件」阪大
法学58巻３・４号（2008年）715頁と同旨。
26 松浦・前掲注25、724頁。
27 山本隆司「訴訟類型・行政行為・法関係」民商法雑誌130巻４・５号662頁、池田・
前掲注16、105頁。



公法判例研究

北法70（6・264）1272

告 B らの生命又は身体が害される相当程度の可能性があるものと認められる」

とした。さらに、「これらの法的利益は社会通念上、金銭による事後的な賠償

をもって回復することが困難であり、又は相当でない」として、重損要件を認

めた。

　これに対し、本件斜面地の下の土地及び建物を所有しているが現在は同建物

に居住しておらず、第三者に賃貸している原告 A については、財産が害され

る相当程度の可能性があると認められるとしつつも、金銭による事後的な賠償

をもって回復することが可能であり、不相当ともいえないとして、重損要件を

否定した。

　本件神戸地裁判決は、重損要件について、比較的柔軟な解釈をしたものの、

所有か賃借かという居住形態で原告間に差を設けた。やはり、重損要件をどの

ように捉えるかにより、結論は大きく左右されることになる。現に居住してい

るかの差は、損害の重大性に差があるという捉え方のようにみえる。

　蓋然性の点については、本件では、宝塚市に対する義務付け等の請求に平行

して、開発業者及び土地所有者に対する民事上の妨害予防及び妨害排除請求が

なされている。重損要件は、本案要件だけでなく、民事上の物権的請求及び人

格権に基づく排除請求における、危険が生じる蓋然性や具体的危険性の問題と

いった要件とも重なる部分がある。

　この点、本判決は、民事上の妨害排除等の請求について、「現時点では、未

だ本件斜面地の法面又は本件石積擁壁が崩落していないから、原告らの所有権

又は人格権が現に侵害されたとは認めがたい。」本件開発行為は、「本件許可基

準の定める技術的基準に形式的に適合していないに等しい」としつつも、この

ことは「本件斜面地の法面又は本件石積擁壁が崩壊する相当程度の可能性があ

ることを推認するにとどまるから、このことをもって直ちに、客観的にみて、

本件斜面地の法面又は本件石積擁壁が崩壊する高度の蓋然性があるとまでは認

めるに足りないと言わざるを得ない。」として、民事上の請求を棄却した。

　本件事案において、仮に裁判所が、上記判例②⑦⑩のように、民事上の請求

と同様に重損要件に危険の現実性、具体性を基準として求めたとしたら、原告

B 及び C についても重損要件が否定されることになるだろう。行政手続上違

法状態であるにも関わらず、民事上の請求と同様に高度の蓋然性や危険の現実

性、具体性を重損要件に盛り込んでしまうと、全く第三者の非申請型義務付け

訴訟を法定した意味が無くなってしまう。
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　こうした意味合いから、本件神戸地裁判決が、重損要件を比較的柔軟に解釈

して、厳格な基準を求めなかったことで、民事上の請求が否定される事案にお

いて、行政的な救済を認めた意義は大きい。




