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柏原市監査委員告示第 6号 
 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 242条第 1項の規定に基づき、平成 26年 10月 31
日付けで提出された住民監査請求について、同条第 4 項の規定に基づき監査を行ったので、同
項の規定によりその結果を次のとおり公表する。 

 
平成 26年 12月 18日 

 
柏原市監査委員 裏野 榮士 

                        柏原市監査委員 中村 保治 
                           
１ 請求の概要 
 (1) 請求人  柏原市○○▽丁目□番△号  
        三木 克宏 
   請求人代理人  弁護士 ○○ △□ 
 
 (2) 請求書の提出日  平成 26年 10月 31日 
 
 (3) 請求の内容 
   請求人の提出の請求書及び資料による請求の要旨及び措置要求は、次のとおりである。 
  （原文のとおり、ただし、監査請求に直接関係がない部分、請求書の事実証明書の添付及び 
記載等については省略した。） 

 
 
１ 請求の趣旨 

(1) A 都市整備部長は、 B に対し、柏原市古町 1丁目□□と同▽□の間の里道（以下、「本
件里道」という）及び柏原市古町 1丁目□△の水路（以下、「本件水路」という）の占有使用
を止めさせよ。 

 (2) A 都市整備部長は、本件里道を占拠している後記構造物目録記載の農機具用の小屋及び
農作業用の道具置き場を、 B に撤去させ、原状回復をさせよ。 

 (3) A 都市整備部長は、本件水路を占拠している丸太などを、 B に撤去させ、原状回復
をさせよ。 

 (4) B が後記構造物目録記載の農機具用の小屋及び農作業用の道具置き場、本件水路を占拠
している丸太などを撤去、原状回復しない場合は、柏原市長がかわりに柏原市が撤去、原状

回復せよ。 
 (5) 柏原市は、Bに対し、本用里道や本件水路の原状回復を市が行った場合に要した費用と、
本用里道や本件水路の占有使用を始めた日から原状回復される日までの占有使用料相当額の

損害賠償を請求せよ。 
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 (6) A 都市整備部長は、本用里道の用途廃止をするな。 
２ 請求の理由 

(1) 本件里道と本件水路は、柏原市が所有・管理している。 
(2) ところが、柏原市古町 1丁目▽□の土地の所有者である B は、柏原市の許可を得ずに、
平成 26 年 3 月頃から、本件里道に後記構造物目録記載の農機具用の小屋や農作業用の道具
置き場をつくり、里道を不法占有している。 
  また、同じく柏原市の許可を得ずに、平成 26年 3月頃から、本件水路に約 2ｍにわたり、
 丸太などを置いて、本件水路を不法占有している。 
 (3) 柏原市法定外公共物管理条例第 4条は、法定外公共物の敷地又は水面を占用するものは、
あらかじめ申請し、許可を受けなければならないとし、同 6条では許可を受けたものから占
用料を徴収するとされている。即ち、許可を受けないで公有財産を不正に占有し、又は使用

しているものがあるときは、直ちにその占有物を撤去させ、原状回復させ、さらに損害を賠

償させなければならないのである。 
(4) 請求人は、柏原市に対し、こうした B の不法占拠を止めさせるよう、再三、要求して
きた。また、申請人以外の地元住民からも本件里道や本件水路は、地元住民にとっても必要

であるので小屋などを撤去し、原状回復するように度々陳情がなされている。 
しかし、柏原市の A 都市整備部長は、市の公有財産である里道を B が本件里道や本
件水路を、何の権限もないのに不法占有していることを放置している。 
即ち、A都市整備部長には、以下のとおり、柏原市の財産の管理を怠った違法がある。 

①  許可を受けないで本件里道を占有している B に対し、占用使用を中止させる措置を
講ずることを怠っている。 

②  許可を受けないで本件水路を占有している B に対し、原状回復させる措置を講ずる
ことを怠っている。 

  ③ 許可を受けない本件里道や本件水路を不法占有している B に対し、損害を賠償させ
る措置を講ずることを怠っている。 

 (5) A 都市整備部長は、前記のように B の違法行為を正すのではなく、B に公用廃止の
事前協議の申請をさせ、本件里道を用途廃止し、 B に本件里道を払下げしようとして
いる。 
違法に本件里道や本件水路を占有・使用している B の違法行為を止めさせるのでは

なく、違法状態を放置し、本件里道を公用廃止し、違法行為を行っている B に払い下
げるとすれば、柏原市が B の違法行為を認め、これを追認するに等しく、著しく正義
に反し、また柏原市の財産の管理を怠り、さらに本来徴収すべき本件里道や本件水路の使

用料の徴収を怠るものである。 
 構造物目録 
 ① 農機具用の小屋 
   幅（東西） 1.72ｍ、長さ（南北） 3.9ｍ、高さ約 2.45ｍ 
 ② 農作業用の道具置き場（3段作り） 
   幅（東西） 0.94ｍ、長さ（南北） 7.75ｍ、高さ約 2.75ｍ 
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(4) 請求書の受理 
   本件請求は、地方自治法第 242条に規定する所定の要件を具備しているものと認め、平成

26年 11月 11日付けでこれを受理した。 
 
２ 監査の実施 
  本件請求について、地方自治法第 242条第 4項の規定に基づき、次のとおり監査を実施した。 

(1) 監査対象部課 
   本件監査対象部課は、都市整備部道路水路管理課である。 

(2) 請求人の証拠の提出及び陳述 
請求人に対し、地方自治法第 242条第 6項の規定に基づき、平成 26年 11月 12日に証拠 

の提出及び陳述の機会を与えた。 
(3) 関係者等の調査 
 ① 平成 26年 11月 20日に B 氏(以下「本件占用者」という。)から事情聴取を行った。 
 ② 都市整備部道路水路管理課から資料の提出を求め、同課の関係職員から事情聴取を行っ

た。 
    事情聴取の要旨は次のとおりである。 
   ア 柏原市古町 1丁目□□と▽□の間の里道（以下「本件里道」という。）及び柏原市古町

1 丁目□△の水路（以下「本件水路」という。）は柏原市（以下「市」という。）が管理
する法定外公共物である。 

   イ 請求人が指摘する本件里道及び本件水路に対する本件占用者の違法な占用の事実は認 
識しており、市では占用物の撤去を求めている。その結果、本件占用者からは占用物の 
撤去の約束を得ている。 
ウ 市は、道路管理者として本件占用者に損害賠償の請求を行う。 

   エ 本件里道及び本件水路に係る用途廃止の手続きに関する市としての前提方針は、違法

な占用状態の解消である。   
３ 監査の結果 
 (1) 事実関係 
  ① 本件里道及び本件水路について 
    本件里道及び本件水路は、道路法、河川法等の適用又は準用を受けないいわゆる法定外

公共物であり、従前は国有（国土交通省管理）の公共施設であったが、平成 12 年に施行

された「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」（平成 11年法律第

87 号）に基づき、市町村の申請により平成 17 年 3 月 31 日に市町村に譲与（移管）され

たものである。したがって、現在は柏原市法定外公共物管理条例（平成 16 年柏原市条例

第 25号）に基づき管理している市の公有財産である。 

    ただし、本件里道については、隣接地が平成 19年の農地の賃貸借権に基づく小作関係の

合意解約により分筆されることになったため、その実測図を作る際に柏原市古町▽□との

境界は確定されたが、対側である柏原市古町 1丁目□□との境界の確定はされていない。 

② 本件里道及び本件水路の占用について 
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請求人から提出された写真などから、本件占用者が本件里道上に農機具用の小屋及び農

作業用の道具置き場を隣接する自己所有地から本件里道に亘り建設し、また本件水路上に

丸太を置いて占用していることを確認した。 

  ③ 法定外公共物の占用許可等について 

法定外公共物の占用については、柏原市法定外公共物管理条例（平成 16年柏原市条例第

25号）第 4条に基づく占用及び行為の許可を受けなければならないが、市が本件占用者に

対し許可を与えた事実はなかった。 

   ○柏原市法定外公共物管理条例 

    （占用及び行為の許可） 

    第 4 条 法定外公共物の敷地又は水面を占用しようとする者は、あらかじめ市長に申請

し、許可を受けなければならない。 

2 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けな

ければならない。 

(1) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。 

(2) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。 

（占用料） 

第 6条 市長は、第 4条第 1項の許可を受けた者から別表に定める占用料を徴収する 

  ④ 本件里道及び本件水路の占用に対する市の対応等について 

    請求人、本件占用者及び監査対象部課からの陳述等によれば次のとおりである。 

○平成 26年 3月 14日 本件里道上に本件占用者がブロック基礎を設置したことから、 

撤去を求めた。 

○平成 26年 3月 17日 本件里道上のブロック基礎の撤去を口頭指導した。 

           ※ 本件占用者が本件里道の購入の意思を示したため、里道の公

用廃止の手続きについて説明した。 

○平成 26年 3月 18日 本件占用者に本件里道及び本件水路の公用廃止の事前相談書を交

付した、直ちに必要事項を記載し提出したので受理した。 

○平成 26年 3月 22日 本件占用者の自己所有地から本件里道に亘り農機具用の小屋及び 

農作業用の道具置き場が建設されているのを確認した。 

○平成 26年 4月 3日 本件里道上の占用物の撤去を口頭指導した。 

○平成 26年 4月 24日 本件水路の現況が法務局の地図と異なっていることから地図訂正

を行う作業に入った。 

          ※ 市担当課は、本件占用者への払下げを前提とした作業ではなく、

本件水路の管理上の作業であることを主張している。 

○平成26年5月28日 本件水路の地図訂正が完了したと東大阪法務局より連絡があった。 

○平成 26年 5 月 29日 本件里道及び本件水路についての用途廃止に関する手続き等の説

明を再度行ったが、本件里道上の占用物の撤去を含め理解を得られ

なかったため事前協議を中断した。 
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          ※ 本件占用者は、4 月 3 日以降の約 5 か月間は、市担当者から何

の連絡もなかったと述べている。 

   ○平成 26年 9月 5日 本件里道上の占用物の撤去を口頭指導した。 

               本件水路上に丸太が置かれているのを確認した。 

              ※ 本件占用者も本件水路の占用は 9 月からであるとしているが、

請求人は、平成26年3月ごろから置かれていたと主張している。 

   ○平成 26年 9月 11日 本件里道及び本件水路上の占用物の撤去を口頭指導した。 

○平成 26年 9月 19日   同上 

○平成 26年 10月 3日   同上 

   ○平成 26年 10月 16日   同上 

   ○平成 26年 10月 17日 本件占用者から占用物を撤去するとの連絡が入った。ただし、 

時期については少し待ってほしいとのことであった。 

※ 本件占用者からの事情聴取においては、12月 5日から 6日に

撤去するとの回答があった。 

   ○平成 26年 11月 14日 本件水路上の占用物が撤去されているのを確認した。 

   ○平成 26年 11月 25日 本件里道上の占用物が解体されているのを確認した。 

   ○平成 26年 12月 15日 本件里道上の占用物が撤去されているのを確認した。 

  ⑤ 法定外公共物の用途廃止及び払下げについて 

    里道敷や水路敷で、その機能が失われているものや今後も公共用地として活用の予定の

ないものは、その用途を廃止し、里道敷や水路敷に隣接する土地所有者を対象として払い

下げることが可能となっている。 

本件占用者から提出された用途廃止のための事前相談申請書は、市との協議に関する事

務手続を行うためのものであって、用途の廃止に当たっては、市との協議だけではなく隣

接する全ての土地の所有者や利害関係者の同意等が必要となり、申請をもって用途廃止又

は申請者に対する法定外公共物の払い下げが確定するものではない。 

また、用途を廃止した後は、普通財産として総務部にその管理又は処分についての権限

が引き継がれることから、払い下げの事務は総務部において行われる。 
     

(2) 監査委員の判断 
本件請求に基づき、A 都市整備部長に①占用使用を中止させる措置及び原状回復をさせ
る措置を講じず財産管理を怠った違法があるかどうか、②損害を賠償させる措置を講じず財

産管理を怠った違法があるかどうか、また A 都市整備部長が③不法占用状態を放置し、不
当に本件里道を用途廃止し払い下げようとしているのかどうかの 3点を監査対象とし、次の
とおり判断した。 

 
  ① 「占用使用を中止させる措置及び原状回復をさせる措置を講じず財産管理を怠った違法

があるかどうか」について 
    本件については、違法な占用の事実は明らかである。よって、違法な占用に対する市担
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当課の対応が「財産の管理を怠る事実」に当たるのかどうかを検討する。 

地方自治法第242条第1項に規定する「財産の管理を怠る事実」については、市が有する

財産の管理の執行機関又は職員の懈怠をいうのであり、例えば「公有財産を不法に占用さ

れているにもかかわらず何らの是正措置を講じない場合等をいう。」（昭和38年12月19日

付け自治省通知）とされている。また、財産の管理について、地方財政法第8条は、「地方

公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も

効率的に、これを運用しなければならない。」と規定し、地方自治法第138条の2は、「普

通地方公共団体の執行機関は、（中略）当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責

任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。」と規定している。そして、具体的

に、いかなる事実が法第242条第１項の「財産の管理を怠る事実」に当たるかについては、

「普通地方公共団体の執行機関は、公有財産たる土地（地方自治法238条１項１号）が第三

者に占有され、時効取得等によってその財産的価値を減少するおそれが生じている場合に

は、これを阻止する義務を負い、これを行わないことが、不法占有開始の事情、交渉の経

緯、放置期間の長さなどの諸要素を総合的に考慮し、当該執行機関の裁量権の逸脱又は濫

用と認められる場合には、地方自治法242条１項所定の財産管理を違法に怠る事実に該当す

るものと解することができる。」（横浜地裁平成20年5月14日判決）と判示されている。 

これを本件についてみると、不法な占用物の撤去を求めることは当然であるが、直ちに

占用物を撤去しなければ本件里道及び本件水路の財産的価値が減少するといった状況には

ないこと、また、市の担当者は本件里道及び本件水路の不法な占用状態を確認した後、速

やかに占用物の撤去を求め、その後も再三にわたり占用物の撤去に係る交渉を行い本件占

用者から占用物を撤去する旨の連絡を得ており、事実として本件水路においては不法占用

状態が解消し、本件里道上の不法占用物が解体撤去されていることからすると、不法占用

に対し執行機関又は職員の懈怠があったとは言えず、何らの措置を講じず財産管理を怠っ

た違法があるとは認められない。 
 したがって、占用使用を中止させる措置及び原状回復をさせる措置を講じず財産管理を

怠った違法があるとする請求人の主張については、理由がないと判断する。 
    
  ② 「損害を賠償させる措置を講じず財産管理を怠った違法があるかどうか」について  
    本件請求は、法定外公共物である里道及び水路の不法占用に対する損害賠償の請求の措

置を求めるものであるが、道路上の不法占用物件に対する損害賠償請求権又は不当利得返

還請求権については、「道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることが

できるのであるから、道路が権原なく占有された場合には、道路管理者は、占有者に対し、

占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものというべきであ

る。」とする最高裁平成 16 年 4 月 23 日の判決がある。また同判決において、その債権の

行使については、「地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法 240条、地
方自治法施行令 171条から 171条の 7までの規定によれば、客観的に存在する債権を理由
もなく放置したり免除したりすることは許されず、原則として、地方公共団体の長にその

行使又は不行使についての裁量はない。」と判示されている。 
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    これを本件についてみると、法定外公共物については、柏原市法定外公共物管理条例（平

成 16年柏原市条例第 25号）第 6条において占用等の許可に伴い占用料を徴収することが
規定されており市の収入となるものであることから、本件里道及び本件水路が不法に占用

された時点から市は損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得しているということが

できる。そして、この損害賠償請求権又は不当利得返還請求権については、原則として、

地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量権は有しないとされていることか

ら市が有する債権を理由もなく行使しないことは認められない。 
以上のことからすると、本件においては、損害賠償又は不当利得の返還を本件占用者に

求めなければならないが、これについて何らかの措置を講じた様子はなく、また本件里道

において一方の境界が明示されていないという問題があるとしても、それを解消するよう

な適正な徴収手続がなされたと評価できる事実は見当たらなかった。 
したがって、法定外公共物の不法占用に対する損害賠償権又は不当利得返還請求権は、

地方自治法第 242条第 1項にいう「財産」に該当するものであるから、これを行使しない
ことは財産の管理を違法に怠る事実に当たると判断する。 

    
  ③ 「不法占用状態を放置し、不当に本件里道を用途廃止し払い下げようとしているのかど

うか」について 
    地方公共団体が有する財産は、地方自治法第 237条第 1項において、公有財産、物品及

び債権並びに基金をいうと規定されており、この公有財産については、同法第 238 条第 2
項及び同条第 3 項により、公用又は公共用に供し、又は供することと決定した行政財産と
行政財産以外の一切の公有財産である普通財産に分類すると規定されている。 
これからすると、用途廃止とは行政財産を普通財産に切り替えることであるから、行政

財産としての利用目的があるのかどうかということが重要であって、不法占用の有無につ

いては用途廃止とは別の問題であると考える。そして、事前協議の申請は、行政財産とし

ての利用目的の有無の協議を市と行うための事務上の手続であり、用途の廃止を決定する

ためには市だけではなく隣接地の住民や関係者の同意が必要となることからすると、申請

の提出をもって不当に用途廃止を行うおそれはなく、その手続に関し、市担当者が不法占

用者に説明し、申請を受けたとしても、不当に財産の管理を怠る行為であるとは認められ

ない。 
したがって、不法占用状態を放置し、不当に本件里道を用途廃止し払い下げようとして

いるという請求人の主張には理由がないと判断する。 
 
   以上の判断により、本件請求には一部理由があると認められるので、地方自治法第242条第

4項の規定により、次のとおり勧告する。 

 

勧  告 

 

柏原市長は、本件里道及び本件水路が不法に占用された日から原状回復される日までの占
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用料相当額の損害賠償を 60日以内に請求すること。 
 
４ 意見 

監査結果は以上のとおりであるが、本件に関連して、次のとおり意見を述べる。 
 
本件請求は、請求人からの再三の指摘にもかかわらず、不法占用に対する市としての対応

が定まっておらず不審を抱いたことによるものである。 
法定外公共物である里道及び水路については、数の多さや境界確定等の問題などからその

管理の難しさについては理解できるところであるが、市の財産である以上適正な管理が求め

られるところであるから、行政財産として常に良好な状態の維持に努めるとともに、不法占

用に対する対応については、市としての明確な方針を定め、速やかな指導及び是正が行われ

ることを要望する。 
 

 


