平成 27年 11月

17日 判決言渡

平成 20年 (行 ウ)第

602号

同 日原本領収

手続 を求 める訴え,都 市計画の違法確認 を求 める訴 え,原 告 らが都市計画法 5

裁判所書記官

3条 1項 の規定す る建築制限 を受 けない地位 にあることの確認 を求める訴 え及

都市計画決定無効確認等請求事件

口頭弁論終結 日 平成 27年 9月 10日

び都 市計画決定の廃 止手続 を とらない ことの違法確認 を求める訴 えを,い ずれ
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(2)被 告 は,別 紙 1都 市計画 目録記載 1の 都市計画決定に係 る都市計画 の廃止
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手続 をせ よ。
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(4)原 告 らが,別 紙 2物 件 目録記載 1及 び同 2の 不動産 について ,別 紙 1都 市

美

絵

計画 目録記載 1の 都市計画決定に よ り都市計画法 53条 1項 の規定す る建築

明

人

物の建 築 の制限 を受 けない地位 にあることを確認 す る。

洪
保

(3)別 紙 1都 市計画 目録記載 1の 都市計画決定による都市計画が違法で あるこ

章

田

とを確認す る。

(5)被 告 が別紙 1都 市計画 目録記載 1の 都 市計画決定 に係 るlll市 計画の廃止手
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(1)別 紙 1都 市計画 目録記載 1の IFS市 計画決定が無効 であることを確認す る。
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続 を とらないこ とが違法であることを確認す る。
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本件各訴 えの うち,都 市計画決定 の無効確認 を求 める訴え,都 市計画 の廃止

28日

2

万 円及び これに対す る平成 20年

に対 し,

十
万円及び これに対す る平成

13日 か ら支払済みまで年 5%の 割合 による金 員を支払 え。

請求の趣 旨に対す る答弁
主文同 旨

第

に対 し,

事業の概要

1

か ら支払済みまで年 5%の 割合 による金員 を支払 え。

(7)被 告 は,原 告

文

1

の その余の請求をいずれ も棄却す る。

原告

25年

本件 は ,別 紙 1都 市計画 目録記 載 1の 都 市計 画決 定 (以 下 「本 件都 市計画決

の行使 によ り,承 継前原告が,本 件不動産 を収用 され るとい う不安 を抱いた り
,

定」 とい い,こ れ によって定め られた都市計画 を 「本件都市計画」 とい う。 )に

同項 の規定す る建 築物 の建 築の制 限等 が され た りして ,財 産権 (憲 法 29条

係 る都市計画施設 である幹線街路外郭 環状線 の 2(以 下 「外環の 2」 とい う。 )

項),居 住 の 自由 (憲 法 22条 1項 )及 び平穏 に生活す る自由 (憲 法

の区域 内に別紙 2物 件 目録記載 1の 土地

(以 下 「本件土地」 とい う。)及 び同 2

の建物 (以 下 「本件建物 」 といい,本 件土地 と併せて 「本件不動産 」 とい う。)
を所有 して居住 していた

(平 成 21年 5月

10日 死亡。以下 「承継前原

侵害 された こ とによ り,国 家賠償 阻

1

13条 )を

条 1項 に基づ き,慰 謝料 100万 円及び こ

れに対す る遅延損害金 の支払請求権 を有 していた ところ,こ れを相続 した として
その支払 を求 め (以 下,こ の請求に係 る訴 えを 「本件 国家賠償請求 の訴え」 とい

告」 とい う。 )か ら本件不動産 を相続 した原告 らが,外 環 の 2に 係 る本件都市計

う。),⑤

画は,別 紙 1都 市計画 目録記載 2の 都 市計画決定 に係 る都市計画施設 である都市

式が嵩上式か ら大深度地下方式に変更 された ことに よ り,外 環の 2に 係 る都市計

高速道 路外 郭環状線 (以 下 「外環本線 」 とい う。 )の 構造形式 が 嵩上式 (高 架

画 の根拠 とされた公共的必要性 が消滅 し,本 件都市計 画決定 に伴 うZll市 計画法 5

式)で ある ことを基礎 となる重要な事実 と していた ところ,別 紙 1者

計画 目録

3条 1項 の規 定す る建築物 の建築 の制限が承継前原告 に対 して特別 な犠牲を課す

19年 外

もの となったため,承 継前原告が,憲 法 29条 3項 に基 づ き,建 築物 の建築 の制

環本線 変更決定」 とい う。 )に おいて外 環本線 の構造形式が嵩上式 か ら大深度地

限による本件 土地 の価格 の下落分 2118万 円の損失補償 の請求権 を有 していた

下方式 に変更 された ことによ り,本 件都市計画 は重要な事実の基礎 を欠 くことと

ところ,こ れ を相続 した として 当該損失補償及 び これ に対す る遅延損害金 の支払

行政事件訴訟法 3条 4項 所 定の無効

を求める (以 下, この請求に係 る訴 えを 「本件損失補償 の訴 えJと い う。)事 案

記載 2(4)の 平成

19年 4月 16日 付 けの都市計画変更決定

なつて違法 なもの になつたな どとして ,①

(以 下

̀市

「平成

等確認 の訴 え として,本 件都市計画決定が無効 であることの確認 を求め (以 下
この請 求 に係 る訴 えを 「本件無効確認 の訴 え」 とい う。 ),②

,

行政事件訴訟法

である。

1

3条 6項 1号 所定 のいわ ゆる非 申請型 の義務付 けの訴 えとl´ て,本 件都市計画 の

(別 紙中で定義

行政事件訴訟法 4条 所定 の公 法上 の法律関係 に関す る確認

の訴 え として,(a)本 件都市計画が違 法であることの確認 ,(b)原 告 らが本件不
動産 に ついて都市計画法 53条 1項 の規定す る建築物 の建築 の制限を受 けない地
位 にあ ることの確認 ,及 び,(C)被 告が本件都市計画 の廃上手続 を とらない こと

関係法令 の定 め
本体の関係法令 の定めは,別 紙 3「 関係法令 の定 め」 に記載 のとお りである

廃止手続 の義務付 けを求 め (以 下 , この 請求 に係 る訴 えを 「本件義務付 けの訴
え」 とい う。 )ち ③

少 な くとも平成 19年 外環本線変更決定 において外環本線の構造形

した略称等は,以 下 の本文 において も,同 様 に用 い るもの とす

る。)。

2

前提事 実 (証 拠等 の掲記のない ものは当事者 間に争 いがない。)

(1)当 事者
ア 承継 前原告 (大 正 15年 9月 8日 生)は ,昭 和 44年 1月 7日 に本件土

が違法 であることの確認 を求 める (以 下, これ ら(a)な い し(c)の 各請求 に係 る訴 え

地の持分 2分 の 1を 相続に よつて取得 し,昭 和 51年 12月

を併せ て 「本件各法律関係確認 の訴 え」 とい う。)ほ か,承 継前原告か ら本件不

土地上 に本件建物 を建 築 し,昭 和 53年 6月 5日 に本件土地 の残余 の持分

動産以外 の全ての遺産を相続 した原告

￨ヾ

,④

承継前原告 において,外

環 の 2に 係 る都 市計画の廃止義務 の 準
怠 とい う被告 による不作為 の違法な公権力
'腑

を相続 によつて取得 し,本 件 不動産 を所有 していた。

(甲

4,甲 16の 1な い し 3,甲 128,甲 129,甲 161)

27日

15の

に本件

1な い し

承継 前原告 は,平 成 21年 5月 10日 に死亡 した。平成 22年 2月 9日

、イ

の適産 分割協議 によ り,本 件不動産は,承 継前原告 の妻である原告
と長 男であ る原告

が各 2分 の 1の 割合 に よ り相続 し,そ の余 の

承継前原告 の遣産 は ,金 て原告

が単独 で相続 した。 (甲

128,

129,甲 161)
￨の 住所地)は ,本 件都市計画

決定に係 る都市計画施設である外環の 2の 区域内に存在す る。
被告 は,外 環本線及 び外 環 の 2に 係 る各都市計画 につい ての建設大 臣の

権限を承継 した地方公共団体である。

15kmの 圏域 において,都 心か ら

省告示第 2428号 )。

(4)都 市計画法 の施行
1日

都市計画法は,現 行 の都 市計画法 が昭和 44年 6月

14日

に施行 された

8kmの 区間が都市高速道路外 部環状線

都市計画及び外環本線 に係 る都市計画は,都 市計画法 の規定による相 当の都
市計画 とみな された (都 市計画法施行法 2条 )。

(5)外 環本線及 び外環の 2に 係 る昭和 61年 の各都市計画変更決定

自動車専用高速道路 である。

東京外 か く環状道路の うち,関 越 自動車道 か ら東名高速道路までの約 1

イ

終点 とす る幅員 40m(た だ し,一 部IIE員 の異なる区FHlが ある。),延 長

計画法施行法 1条 ,都 市計画法の施行期 日を定 める政令),外 環 の 2に 係 る

郊外 に向けて放射方 向に延 びる高速道路 を環状 に連絡 しよ うとす る延長約

85kmの

武蔵野市吉祥寺南町 4丁 目を経 由 し,東 京都 練馬 区北大泉町 847番 地 を

こ とに よ り,同 日をもつて廃止 され (都 市計画法附則 1項 , 2項 1号 ,都 市

(2)東 京外 か く環 状道路
ア 東京外 か く環状道路は,者 F心 か ら約

載 1(1)の とお り,東 京都世 田谷 区鳥山町 2340番 地を起点 とし,東 京都

約 9650mの 外環の 2に 係 る都市計画決定 を し,こ れ を告示 した (建 設

ウ 本件不動産 (承 継 前原告及 び原告

工

和 41年 7月 30日 ,旧 都 市計画法 3条 に基 づ き,別 紙 1都 市計画 目録記

(外 環本線 )で ある。

(3)外 環本線及 び外環 の 2に 係 る昭和 41年 の各都市計画決定
ア 建設大臣は,昭 和 41年 7月 30日 ,1日 都 市計画法 3条 に基づ き,別 紙

ア 被告は,昭 和 61年 1月

21日 ,外 環本線 の関越道か ら埼玉県境 までの

区間 の構造形式 を嵩上式か ら掘害J式 に変更 し,同 区間の車線数 を 6車 線 と
す る とともに,両 側に環境施設帯を設置するために幅員 を 23mか ら 64

mに 拡幅す ることとして,都 市計画法 21条 に基 づ き,別 紙 1都 市計画 目

1都 市計画 日録記載 2(1)の とお り,東 京都世 田谷 区鎌 田町を起点 とし,同

録記載 2(2)の とお り,外 環本線 に係 る都 市計画 を変更する旨の決定 を し

区宇奈根町等 を経 由 し,東 京都 練馬区大泉町埼 玉県界を終点 とす る幅員 2

これ を告示 した (東 京都告示第 56号 )。

,

3m(た だ し,一 部幅員 の異な る区間がある。 ),延 長約 1万 8060m
の外環本線 に係 る都 市計画決定 をし,こ れを告示 した (建 設省告 示第 24

の規 定に基づ き,外 環本線 を基本的に嵩上式 とす ることが正式 に都 市計画

30号 )。

の内容 とされた。

なお,旧 都市計画法等 の 当時 の法令 の規定上 ,都 市施設である道路 の構

なお,上 記 の者F市 計画変更決定 において,都 市計画法施行規ll1 7条 2号

(甲

25,乙 38の

1及 び 2)

イ 被告 は,上 記アの外環本線 に係 る都市計画変更決定が されたのと同 じ昭

造形式は都市計画決定 の内容 とはされていなか つた ものの,外 環本線 の構

和 61年 1月

造形 式は上記の都市計画決定 の 時点で嵩上式 (高 架 式)と されていた。

式に変更 され た部分 と重な り合 う区間
画変更決定 にお いて外環本線 が掘害」

イ

建設大臣は,上 記アの外環本線 に係 る都市計画決定が された 日と同 じ昭

(放 射第

21日 ,外 環 の 2に ついて,上 記 アの外環本線に係 る都市計

7号 線

(通 称

「目白通 りJ)か ら補助第 230号 線までの 区間)

約 680mを 廃 止す ることとし,都 市計画法 21条 に基 づ き,別 紙 1都 市

年 9月 7日 付 けで認可を受け,同 月 27日 に同法 62条 1項 に基づ く告示

計画 目録記載 1(2)の とお り,外 環 の 2に 係 る都市計画 を変更する旨の決 定

が され た (関 東地方整備局告示 第 335号 )。

を し,こ れを告示 した (東 京都 告示第 56号 )。

108,109,乙

(6)外 環本線 に係 る平成 4年 の都市計画変更決定
被 告 は ,平 成 4年 6月 1日

107の

28日 ,外 観 の 2の 幹線街路放射第 6号 線 か

ら幹線街路放射第 7号 線 までの 区間 (延 長約 437om)の

,外 環本線 の 関越道 のイ ンター チェンジ音F分

1な い し 5,

50)

被告 は,平 成 26年 11月

イ

(甲

車線 の数 を 2

(東 京都練馬区大泉 5丁 目,同 区大泉学園町 4丁 日間)の 幅員 を変更す るこ

車線 と決定 し,東 京都練馬 区上石神井 1丁 目か ら同区石神 井町 8丁 目まで

ととし,別 紙 1都 市計画 日録記載 2(3)の とお り,外 環本線 に係 るtfl市 計画 を

の区 間 (延 長約 2840m。 以下 「練馬 3キ ロ区間Jと い う。)の 幅員 を

変更す る旨の決定 を し,こ れ を告示 した (東 京都告示第 667号 )。

40mか ら 22mに 変更 し,同 区上石神井 1丁 目,上 石神 井 2丁 目及び上
石神 井 4丁 目各地内 に面積約 5100耐 の交通広場 を設置す ることとし

(7)外 環本線 に係 る平成 19年 の都市計画変更決定

(平 成

19年 外環本線変更

,

都 市計画法 21条 に基づ き,別 紙 1都 市計画 目録記 載 1(3)の とお り,外 環

決定)
被告 は,平 成

19年 4月

6日

,外 環本線 の構造形式を基本的 に嵩上式か ら

の 2に 係 る都市計画を変更す る旨の決定 を し,こ れ を告示 した

地下式に変更 し,前 記(5)ア の都市計画変更決定 にお いて車線数 を 6車 線 とさ
れた区間以外の区間の車線数 も 6車 線 に増やす こととし,別 紙 1都 市計画 目
録記載 2(4)の とお り,外 環本線 に係 る都市計画 を変更す る旨の決定 (平 成 1

9年 外環本線変更決定)を し,こ れ を告示 した

(東 京都告示第

588号 )。

16日 ,本 件訴 えを提起 した。

(顕 著 な

事実)

(甲

166,甲 171の

1な い し 5)

主た る争 点

ア

本件都市計画決定 の処 分性 の有無 (争 ′
点① )

イ

本件都市計画決定 の無効事 由の有無 (争 点② )

(2)本 件義務付 けの訴 えについて
ア 本件都市計画 の廃 止手続 の処分性の有無 (争 点③ )

(9)外 環 の 2に 係 る一部事業認 可及び都市計画一部変更決定
ア

3

1573号 )。

(1)本 件無効確認 の訴 えについ て

(8)本 件訴 えの提起
承継前原告は,平 成 20年 10月

示第

(東 京都告

被告 は,平 成 24年 7月

18日 )外 環 の 2の

イ

申井
うちの東京都練馬 区石ネ

それ の有無及びその損害 を避 けるための他 の適 当な方法の有無 (争 点④ )

町 8丁 目42番 か ら同区東大泉 2丁 目28番 までの延長 1000m,幅 員

48mな い し 78mの 区間

本件都市計画 の廃 止手続 が とられない ことに よる重大な損害を生ず るお

ウ 本件都市計画の廃止手続 の義務付 けの可否 (争 点⑤)

(そ の時点にお ける外環の 2の 最北端に位 置 し
,

(3)本 件 各法律関係確認 の訴 えにつ いて

関越道 の大泉 ジ ャンクシ ョンに隣接 する区間。以下 「大泉 JCT区 間」 と

ア 本件各法律関係確認の訴えに係る確認の利益等の有無 (争 点⑥)

い う。 )に ついての都市計画事業で ある 「東京都市計画道路事業幹線街 路

イ 本件各法律関係確認の訴えにおいて確認の対象 となる公法上の法律関係

外郭環状線 の 2」 について,都 市計画法 59条 2項 に基づき,自 らを施 行
者 として,関 東地方整備局長 に対 して都 市計画事業の認可の申請を し,同

(本 件都市計画の連法性 ,本 件不動産についての都市計画法 53条

1項 の

規定する建築物の建築の制限,本 件都市計画の廃止手続をとらないことの

の規定 にかかわ らず ,同 法 53条 1項 の規定 に よる建築許可 を しない こと

点⑦)
違法性)の 存否 (争 ′

がで きるもの とされて い る。同法 55条 1項 の規定によつて建築物 の建 築

(4)本 件国家賠償請求の訴えについて
ア 外環の 2に 係 る都市計画の廃止義務違反による不作為の違法な公権力の

が され る旨定め られて い るが (同 法 56条 ),土 地を売却せずに土地上の

行使 の有無 (争 点③)
イ 承継前原告 の損害 (争 ′
点⑨)

建物 を建築 したい所有者 に とつては何 の意味 もない。
また,同 法 55条 1項 の規定による区域の指定が され ,同 条 4項 の公 告

(5)本 件損失補償 の訴えについて
ア 都市計画法 53条 1項 の規定する建築物 の建築の制限を理由とする本件
土地に係る損失補償の要否 (争 点⑩)

4

が許 可 されない場合には ,都 道府県知事等 に よる土地 の時価 による買取 り

が されたときに,同 法 57条 l項 の規定 による公告が され ると,当 該 区域
内 の 土地を有償で譲 り渡そ うとする者 は ,そ の予定対価 の額等 を都道府県

イ 承継前原告 の損失 (争 点①)

知事等に届 け出なけれ ばな らなくな り,都 道府県知事は,上 記 の属 出 が あ

争点についての当事者の主張

つた後 30日 以内に通知 をす ることによ り,当 該 土地を予定対価 の額 で買

(1)本 件都市計画決定の処分性の有無

(争 点①

) .

い 取 ることができるもの とされてい る (同 条 )。
さらに,都 市計画施設 の 区域内に土地を所有す る者は,都 市計画決定に

(原 告ら)

ア 処分性の判断基準

基 づ く建築物の建築制 限や土地の有償譲渡 の制限により,当 該土地 を他 に

抗告訴訟 の対象 となる行政庁の処分 とは,そ の行為によつて直接国民の

売 去口しよ うとして も通常 の取う￨の 場合 の よ うに買手を見 つ けることが困難

権利義務を形成 し又はその範囲を確定す ることが法律上認められているも

になるとい う制限 を受 けることにな り,特 に この制限については排除する

のをい う。

た めに争 うべ き後続す る処分が存在 しない。

イ 都市計画決定に伴 う都市計画施設 の区域内における建築物 の建築制限等

このよ うに,都 市施設 に関する都 市計画決定 が され ると,都 市計画施設

により当該区域内に土地を所有する者の権利が直接的に侵害,制 限 される

の 区域内にお いては,建 築物 の建 築や土地 の譲渡 を自由に行 うことができ

こと

な くなるとい う制 限や ,通 常の取引の場合 の よ うに所有す る土地 の 買手を

本件都市計画決定は,都 市施設である道路についての都市計画決定であ

見 つ けることが困難 になるとい う制限を受 けることにな り,こ れは,Zfl市

るところ,都 市施設に関する都市計画決定が告示 されると,都 市計画施設

計 画施設 の区域内に土地 を所有する者 の財産権 を直接的に侵害,制 約する

の区域内において建築物の建築 をしようとする者は,原 則 として都道府県

ものである。

知事等の許可を受けなければならず (都 市計画法 53条 1項 ), しか も
,

したがつて,都 市施設に関す る都 市計画決 定は,国 民の法的地位 に直接

都道府県知事はいつでも,何 の要件 も必要 とせずに,都 市計画施設の区域

的な影響を及ぼす もので あるか ら,抗 告訴訟 の対象 となるべ き処分性 が認

内において同法 55条 1項 の規定による区域の指定を行 うことができると

め られ る。

ころ,指 定 された区域内で行われる建築物の建築については,同 法 54条

ウ 都 市計画決定に より土地 の収用等 を受 けるべ き地位に立た され ること

都市施設 に関す る都市計画事業 は,都 市計画決定,都 市計画事業 の認可

この よ うに,都 市計画施設 についての都市計画事業にお いて,都 市計画

,

収用 とい うよ うに手続 が進行 してい くところ,都 市計画事業 の認可 は,都

決定は,都 市計画 の手続 の一連 のプロセ スの 中で,土 地の収用等にまで継

市計画決定 を前提 として行われ るものであ り (都 市計画法 61条 1号 ),

続す る権利制限 の発端 となる行為であ り,同 法 の仕組みか らすれば,都 市

しか も,都 市計画事業 の認可の基準は,① 申請手続が法令 に違反 しない こ

計画決定が された段階 で,都 市計画施設 の 区域内 の土地 の 土地所有者 は

と,② 事業の内容 が都市計画に適合 し事業施行期 間が適切 である こと,③

土地 の収用等 を受 ける地位 に立た され る。

,

その他行政機 関の許 可等が必要 な場合には許可等 がされていること (あ る

したが つて ,都 市施設 に関す る都市計画決 定は,都 市計画施設の 区域内

いはそれが確 実な こと)(同 条 )と い うごく単純 なものである上 ,上 記 の

の土地所有者 の法的地位 を具体的に変動 させ るもの とい うことができるか

各要件 の うち,都 市計画事業 の認 可 の際 に実質的な判断があ り得 る② の

ら,抗 告訴訟 の対象 となるべ き処分性 が認 め られ る。

「事業 の内容 が都市計画 に適合 し」 とい う要件 の審査 は,実 際は形式的な

都市計画決定 が され ているとい う段階 で司法判断 の対象 とす るのに十分

工

図面等 の照合が行 われ るにす ぎないため,都 市計画決定が され たのに都市

な紛争 の成熟性 が認 め られ ること

計画事業の認 可が されない よ うな こ とは極めて例外的である。

い

・
都 市施設 に関す る都市計画決定について ,都 市割画法 (平 成 23年 法

また ,都 市計画決定 に伴 う建 築物 の建 築 の制限等 の効果 も,都 市計画が

律第 105号 による改正前 の もの)11条 2項 は,「 都 市施設 について

事業化 され て これが遂行 され るまで の間 に,事 業の障害 となる事態 が発生

は,都 市施設 の種類 ,名 称 ,位 置及 び 区域そ の他政令で定める事項 を都

す ることを防止す るための もので ある。

市計画 に定めるもの とす る」 とし,そ れ を受 けて,都 市計画法施行令 6

さらに,都 市計画事業 において土地 の収用等を受けるべ き地位 に立た さ

条 1項 は,「 法第

11条 第 2項 の政令 で定 める事項は,次 の各号に掲げ

れてい ることの排除を求 めるとい う場合 ,一 応 ,都 市計画決定 に続 く都市

る施設 について,そ れぞれ 当該各号 に定める」 もの とし,同 項 1号 は

計画事業の認 可を待 つてこれに 対す る抗告訴訟 を提起す ることが考え られ

「道路 種別及び車線 の数 (車 線 の ない道路である場合 を除 く。 )そ の

るものの,都 市施設 に関す る都 市計画 は,必 ず しも都市計画事業 として施

他 の構造」 を定めるもの と規定 してい る。 また,同 条 2項 は,「 前項 の

行 しな けれ ばな らない とい うわ けではな く,同 法 59条 の都市計 画事業の

種別及 び構造 の細 日は,国 土交通省令 で定 める」 とし,こ れ を受けて

認 可を受けることな く都市計画 を施行す ることも可能であるた め,都 市計

都市計画法施行規則 7条 は,「 令第 6条 第 2項 の国土交通省令で定 める

画事業の認可前か ら任意買収に よる土地取得 が進 め られ ,買 収 に応 じて他

種別及び構造 の細 目は,次 の各号に掲 げる種別及 び構造 につ いて,そ れ

に転出す る者 が現れた り, さらには ,都 市計画施設 を整備す る工事が進行

ぞれ当該各号 に掲 げるもの とす る」 とし,同 条 1号 は,「 道路 の種別

した りした結果 ,都 市計画事業 の認 可に対す る抗告訴訟 において,都 市計

自動車専用道路 ,幹 線街路 ,区 画街 路又 は特殊街路の別」 と定め,同 条

画決定が違法であるとして当該 事業認可が違法であると判断 された と して

2号 は 「道路 の構造 車線 の数

も,行 政事件訴訟法 31条 1項 に基 づ き特別 の事情に よる請求 の棄去Pの 判

式又は地表式 の別
る場合 を除 く。),幅 員 並びに嵩上式 ,地 下式 ,掘 害」

決 (以 下 「事情判決」 とい う。)力 まされ て しま うことが大 いに予想 され る。

及び地表式 の 区間において鉄道又は 自動車専用道路若 しくは幹線街路 と

11

,

,

(特 殊街路 そ の他 の車線 がない道路 であ

交差す る ときは立体交差又は平面交差 の別」 を定 めるもの と規定 してい

て も,事 業化 され る藍然性 が格段 に高まってい るといえる。 また ,都 市

る。そ して,都 市計画の 内容等は,総 括図,計 画 図及び計画書 によつて

計画 の一部 につい て都市計画事業 の認 可が されてい ると,都 市計画事業

表示 され てお り (同 法 14条 1項 ),実 際 ,都 市計画事業 の認可の際 し

の認可が されている区域外 の住民等 が 自己の居 住地 を事業地 とす る都市

て も,図 面 と計画 ,事 業 の概要を示す書類 を照合 して適合性 を判断 して

計画事業の認可 を待 つて これ に対す る抗告訴訟 を提起 した場合に,既 に

い るにす ぎない。

都 市計画の一 部について都市計画事業 の認 可が されて事業化が進行 し
,

この よ うに,一 般 に都 市施設 (道 路)に 関す る都市計画決定では,都

同法に基づ く種 々 の手続 が進行 して しまってい るとして,そ の訴訟にお

市計画 の内容 である当該都市施設 (道 路)に ついての基本的事項 は全て

い て,者「市計画決定が違法であるとして当該事業認可が違法であると判

定め られ てお り,都 市計画決定が され た段階で司法審査 を行 うべ き事項

断 された として も,事 情判決が されて しま う可能性が高 い こ とか らす る

は全て出尽 くして いるか ら,紛 争 が抽象的 であるとか,不 明確 であると

と,実 効的な救済 を図 るためには,都 市計画 の一部 につい て都市計画事

はい えず ,現 に,Ill市 計画事業の認可に対す る抗告訴訟 において も,そ

業 の認可があつた段階で都市計画決定に対す る取消訴訟 等を認める必要

こで争われ るのは専 ら都 市計画決定の違法性 である。

がある。

したがつて,都 市施設 に関す る都市計画決定は,そ の 内容 について

0

そ うする と,大 泉 JCT区 間について事業化 され ,ま た,そ れ に続 く

,

司法審査 を受 けるに足 りる具体性 を備 えてお り,十 分 に紛争 としての成

練馬 3キ ロ区間 について事業化 に向けた具体的な準備 のための都市計画

熟性 が あるか ら,抗 告訴訟 の対象 となるべ き処分性が認 め られ る。

変更決定が された本件都市計画決定につい ては,司 法判断 を受けるべ き

特に本件都市計画決定 については,本 訴訟係 属 中の平成 24年 9月 に

紛争 の成熟性 があ るか ら,抗 告訴訟 の対象 となるべ き処分性が認 め られ

外環の 2の 一部である大泉 」CT区 間についての者F市 計画事業 の認可が
されて い るところ,大 泉 」CT区 間についての都 市計画事業認 可申請書

る。
オ

小括

に記載 された 「申請 の理 由」等か らす ると,南 北道路のネ ッ トワー クの

以上によれ ば,都 市施設 に関す る都市計画決定,特 に本件都市計画決定

強化 のた め,外 環 の 2の 残 りの部分が事業化 され ることが当然 の前提 と

の よ うに都市計画 の一部が事業化 され てい る都市計画決定については,抗

なって い るもの と考 えられ る。 さらに,大 泉 」CT区 間に続 く練馬 3キ

告訴訟 の対象 となるべ き処分性 が認 め られ る。

ロ区間につい ても,事 業化 に向けた具体的な準備 のために平成 26年
1月

28日

1

に都市計画変更決定が された。

(被 告 )

ア

都市計画法は,都 市計画を 「当該都市の健全 な発展 と秩序 ある整備 を
図るために必要な ものを,

抗告訴訟 の対象 となる行政処分 とは,公 権力 の主体たる国又は地方公共

体的かつ総合的 に定めなければな らない」

と規定 してい ることか らす る と (同 法

団体が行 う行為 の うち,そ の行為によつて,直 接国民の権利義務を形成 し

13条 1項 本文),一 体的総合的

に定められている都 市計 画の一部が事業化 された場合,他 の部分 につい

処分性 の判断基準

又 はその範囲を確定す ることが法律上認められているものをい う。
イ

都 市計画法 53条 1項 の規定す る建築物の建築 の制限等 は都市計画決定

57条 1項 ),都 市計画決定が されたか らといつて ,当 然 に上記 の区域 の

に処分性 を認 める根拠 とはな らない こと
都市施設 に関す る都市計画決 定 され ると,都 市計画施設 の区域内にお い

指定が され るわけではない ことか らす ると (現 に本件都市計画決定 に係 る

ては,建 築物 の建築 につ き,原 則 として都道府 県知事等 の許可 を要す るこ

外環 の 2の 区域 については,同 法 55条 1項 の規定 による都知事による区

とにな る ところ (都 市計画法 53条 1項 ),こ の建築物 の建 築の制限は

域 の指定はされ ていない。 ),同 法 57条 の規定す る土地の有償譲渡 の制

具体的 な施行時期が未定の段階におい て,都 市計画 として決定 され る計画

限 も,都 市計画決定 の処 分性 を認 める根拠 とはな らない。

,

につい ての将来 の事業の円滑な施行を確保す るために付与 された付随的な
効果 で あ り,当 該 区域内 の不特定多数 の者に対す る一般的,抽 象的 な規制
にす ぎず ,特 定の個人に対 して具体的な処分 が された とい うものではない。
上記 の建 築物 の建築の制限 は,建 築物 を建築 しよ うとす る者 が,建 物 の建
築 の許 可 申請 をして不許 可 とな つた ときに初 めて具体化す るものであ り
,

その他 ,原 告 らが主張す る土地 を売 去口
す る困難等 について も,IFl市 計画
決定の処分性 を認 める根 ILLと なるものではない。
ウ 都市計画決定 によ り土地 の収用等 を受けるべ き地位 に立た されるわけで
はない こと
外環 の 2の よ うな一市町村 の 区域 を越 える広域 の見地か ら決定す べ き都

この よ うな場合 には,当 該不許可に対す る抗告訴訟 を提起 し,そ の手続 に

市施設 については,現 行法上,都 道府県が,都 道府 県都市計画審議会 の議

お いて,都 市計画決定の違法性 を争 うことも可能である。 また ,上 記 の建

を経て,国 上交通大 臣の 同意 を得 た上 ,都 市計画決定を してその告示 をす

築物 の建築 の制限は,建 築物 の建 築 に限 り許可制 と した上で,軽 易なもの

る (都 市計画法

は許可 を不要 とし

(同 項

1号 ),木 造 2階 建程度 の建物な どで移転 ,除 去

11条 1項 1号 , 15条 1項 6号 , 18条 , 20条 )。

の後,都 道府県 が,当 該都 市計画施設

(同

そ

法 4条 6項 )の 整備 を都市計画

条 15項 )と して施行 しよ うとす る場合 には,国 土交通大臣の認

が比較的容易なものについて は許可を しなけれ ばな らない とされているな

事業

ど (同 法 54条 3号 ),都 市計画事業 の認可後 の建築物 ,工 作物等 に関す

可を受 ける必要があ り (同 法 59条 2項 ), この都市計画事業 の認 可 の告

法 65条 )と 比 べ て,制 限 の内容 としては弱 く,違 反者 に対 し

示が され ることによつて,施 行者 である都道府県 に対 して事業地内 の土地

て罰則 が適用 され ることもない。 この ように,同 法 53条 1項 の規 定す る

を収用 し得 る地位 が付与 され ることになる (同 法 70条 1項 ,土 地収用法

建 築物 の建築 の制限は,都 市計画決定 の効果 として個人 の権利 に対 し直接

第 4章 )。

る制限

(同

(同

影響 を及ぼす よ うなものではな く,都 市計画決定に伴 う付随的な効果に と

このよ うに,都 市計画事業は,そ の制度上 ,都 市計画決定か ら都 市計画

どまるものであ り,建 築物 の建築が不許可 とされた場合 にこれ を争 う手段

事業 の完了まで の 間にい くつかの手続が予定 されているところ,都 市計画

もある ことか らす ると,都 市計画決定 の処分性 を認 める根拠 とはな らない。

決定の段階では,総 括図,計 画図及び計画書にお いて,計 画 の大体 の輪郭

また,都 市計画施設 の区域 内にお いて,土 地 の有償譲渡 について事前 に

が示 され るにす ぎず (同 法 14条 ,都 市計画法施行規則 9条 ),事 業 の施

都 道府県知事への予 定対価のtR‐ 等 の届 出を要す ることとされ ,こ の届出が

行時期 も定ま つてい るわけで もな く,今 後進展す る手続 の基本 となる事項

された場合 に都道府 県知事 による買取 り可能 になるのは,都 道府県知事等

が一般的 ,抽 象的に定め られているにすぎない (同 法 11条 1項 , 3項

が同法 55条 1項 の規定による指定を行 つた区域内 に限 られ てお り

都市計画法施行令 6条 , 6条 の 2)。 また,都 市計画は,そ の後の状況 の

(同

法

,

変化 に応 じた変更 が 当然に予定 されてお り,同 法 には,都 市計画決定後 の

7条 )。

都市計画 の変更 の手続 (同 法 21条 )が 定め られているな ど,必 ず しも

一方 ,都 市計画事業 の認 可 を申請す る段 階に 至 ると,施 行者の名称

,

,

当初 の都市計画決定で定 め られた都市計画の とお りに都市計画事業 の認可

都 市計画事業 の種類 ,事 業計画 (収 用又は使用 の別 を明 らかに した事業

や土地収用が行 われ るとは限 らず (現 に外環本線 に係 る都市計画について

地 ,設 計 の概要 ,事 業施行期 間)明 らかに した上で,事 業地 を表示す る

は,昭 和 41年

図面 (① 事業地 の位置 を示 した縮尺 5万 分 の 1以 上 の地形図,② 収用す

7月 の都 市計画決定後 も,構 造形式 の嵩上式か ら堀割式ヘ

の変更 ,幅 員 の変更 な どの都市計画決定 の変更 を経て,平 成

19年 4月

に

べ き部分・使用す べ き部分や収用・ 使用すべ き物件 を色分 け し,主 要な

は嵩上式構造形式が地下式 へ と変更す る旨の決定が されてお り,外 環の 2

物件 を図示 した縮尺 2万 5千 分の 1以 上の実測平面図),設 計の概要 を

に係 る都市計画 につ いて も,昭 和 61年 1月 に,一 部の区間が廃止 されて

表 示す る図面 (主 要な施設 の位置及 び内容 を示 した縮尺 2万 5千 分 の 1

い る。 ),都 市計画 の変更によって,以 前は都市計画の区域 内にあるとさ

以上 の平面図),資 金計画書 (収 支予算 を明 らかに して作成 された もの。

れていた土地が,そ の区域 か ら除外 され て土地収用 を受けるこ とがな くな

収入 の確実 と認 め られ る金額 を収入金 として計上 し,適 正かつ合理 的な

ることもあ り得 るのであるか ら,都 市計画決定が されたことか ら直ちに

基準により算定 した経 費 を支 出金 として計上 した もの。)な どを提 出す

当該都 市計画施設 の 区域 内の土地の所有者が土地収用等 を受 け る地位に立

ることが必要 となる

,

た され るとはいえない。

(同

法 60条 ,同 規員144条 ない し47条 )。

このよ うに,都 市計画決定 の段階ではI都 市計画事業 の基本的な枠組

そ うすると,都 市計画決定の段階では,都 市計画施設の区域 内の土地所

みが決 まつてい るだ け で,そ の具体的な施行 内容 ,施 行時期 ,資 金 計画

有者等 の権利 に どの よ うな具体的な変動 を及 ぼすかがいまだ確 定 された と

も,都 市計画施設 の区域 の権利者 か ら所有権 を取得すべ きなのか使 用で

はい えないか ら,都 市計画決定は,個 人 の具体的権利義務 に影 響 を及ぼす

足 りるか とい うことす ら決 ま つていない ことか らす ると,い まだ都 市計

ものではな く,処 分性 は認 め られない。

画施設 の区域内 の土地所有者等 の法的地位が影響 を受 けてい るとは いえ

工 都 市計画決定の段 階 では紛争 として成熟 している段階にある とはい えな
いこ と
い

ず ,紛 争 として成熱 してい るとはいえない。

0

都 市施設である道路 についての都 市計画決定 の 内容は,現 行 の都市計

被告 が外環 の 2の 一 部である大泉 JCT区 間 について都市計画事業 の
認可 を受けたのは,こ の 区間において,外 環本線 の事業が実施 され た こ

動車専用道路,幹 線街 路 ,区 画街

とが前提 となつてい る。すな わち,外 環本線 の うちの大泉 」CT区 間 と

路又は特殊街路の別),道 路 の構造 (車 線 の数 ,幅 員並び に嵩上式 ,地

重 なる付近 では,そ の北端 にお いて既に供用 されている関越道以北 の東

下式 ,堀 割式又は地表式 の別及 び地表式の区間において鉄道 又は 自動車

京外かく環状道路 と接続す るところ,こ の関越道以北 の部分 の構造形 式

専用道路若 しくは幹線 が入 りと交差す るときは立体交差又は平面交差 の

は堀割式 であ り,こ れ に接続す る部分については,大 深度地下の公 共的

別 ),名 称 ,位 置及 び区域 とい う基本的な枠組み を定めるものにす ぎな

利用に関す る特別措置法及 び 同施行令 の規定す る大深度地下を利用 す る

い (同 法 11条 2項 ,都 市計画法施行令 6条 1号 ,都 市計画法施行規則

ことができず,地 下を通 るに しても大深度 ではな く,地 表 に近い ところ

画法 を前提 として も,道 路 の種別

(自

となるため,事 業実施 には用地買収 が必要 となる。 また,外 環本線に係

の計画地 にまたがってい る地権者 が数多 く存在す るところ,こ の地域に

る都 市計画 には,大 泉 ジ ャ ンクシ ョンで接続する関越道 へ の連結路及 び

お ける外環本線 の事業実施 に当たっては,地 下式 といえ ども用地買収が

一般道へ の 出入 口で 目白通 リイ ンターチ ェンジ (仮 称)に お ける連結路

必 要で あ り,仮 に二つの事業実施時期 がずれた場合,こ れ らの地権者に

の建設事業 が含 まれて い るものの, これ らの連結路 は地 下か ら地上に移

お いては,用 地 の事業者の移転 がそれぞれ の事業毎に二段階で行 われ る

行す るものであ り,一 部 は嵩上式 とな るため,こ の部分 について も用地

こ とにな り,居 住地や事業地の移転等 の関係 で生活再建 を円滑に行 うに

買収 が必要 となる。 さらに,外 環本線 の トンネル部分 の掘削 にはシール

当たって支障 とな りかね ない ことか ら,双 方 の事業を同時期 に実施す る

ドエ法を採 用することができるが ,外 環本線 の大泉 ジ ャ ンクシ ョン付近

こ とが強 く望まれ ていた。

につ いては ,連 結路が地表や 高架 となる部分 はもとよ り,地 下における

このよ うに,大 泉 」CT区 間 につ い て都 市計画事業 の認可を受 けたの

連結路へ の分岐部分や連結路 が地下 を通 る部分 も開削工法で施工 され る
ため,そ の大部分 で地上部 を利用 して建設工事が行われ ることになる。

JCT区 間 の状況に応 じた特別な事情があったか らであ り,大
泉 IcT区 間 と残余の約 8kmの 区間 ,そ の うちでも特に本件 土地の付

加 えて,こ の外環本線 の事業地 には, もともと都道 である土支 田通 り及

近 の区間 とでは事情が異なつてお り,残 余 の約 8kmの 区間については

び井草通 り (い ずれ も幅員約 4mの 歩道 のない一方通行路 )が あるが

外 環本線 の事 業に併せて事業化す べ き事情 は見受けられず ,都 市計画事

,

これ らの道路は,外 環本線 の事業化 によ り,建 設 工事が施工 され る段階

から道路としての機能を失つてしまうため,こ のままでは当該地域の道
路ネットワークが分断されることになるところ,外 環本線の事業者であ
る国 (国 土交通省)力 ｀
現状 を復 1日 す る場合 ,単 に現状の狭降 な一方通行
の道路に復 日す るに とどま るた め,土 支 田通 り及び井草通 りを管理す る

は ,大 泉

,

業の認可が差 し迫 つた状況 にあるとはいえ ない。
したが って,大 泉 JCT区 間 の都市計画事業の認可等 は,本 件7341市 計
画決定について処分性 を認 め る理由 とはな らない。

(2)本 件都市計画決 定の無効率 由の有無

(争 点② )

(原 告 ら)

被告 は,地 域 の 円滑な交通や歩行者 の安全 の確保 を図るための道路整備

ア 外環本線 の構造形式が嵩上式か ら大深度地下方式に変更 された ことによ

を推進す る責務 を負 う立場 として,外 環 の 2の 大泉 」cT区 間の事業を

つて外環 の 2に 係 る都 市計画が重要な事実の基礎 を欠 くこととな ったこと

実施す ることにより,地 上部 の道路を往復二車線 で緑豊 か な歩道 を設け
た快適 な道 路に改良す ることとし,外 環本線 の整備 に合 わせ ,外 環 の 2

(都 市計画法

13条 1項 違反

)

1/1 都市計画基準に係 る都市計画法 13条 1項 柱書 きは,都 市計画 につい

に係 る計画 区間の うち 目白通 りか ら練馬主要区道 33号 線 (前 原交差

て ,国 土形成計画,首 都圏整備計画等 ,国 土計画又は地方計画 に関す る

点)ま での約 lkmの 区間 (大 泉 」CT区 間)に つい て,都 市計画事業

法律に基づ く計画 ,及 び道路 ,河 川 ,鉄 道 ,港 湾 ,航 空等 の施設 に関す

に よつて整備す ることとしたのであ る。その他,外 環 の 2に 係 る都市計

る国の計画に適合す るとともに,土 地禾U用 ,都 市施設 の設備 に関す る事

画 と外環本線に係 る都 市計画 とは,大 泉 JCT区 間にお いて複雑 に重 な

項 で当該都市 の健全 な発展 と秩序 ある整備 を図るため必要なものを,一

り合 つてお り,二 つの都市 計画線 が錯綜 している状況にあるため,両 方

体的かつ総合的に定めなければな らない とし,同 項 11号 において,都

市施設 につ いて ,土 地利用 ,交 通等 の現状及び将来の見通 しを勘案 して

滅 した場合 にも,重 要 な事 実 の基礎 を欠 くもの として,当 該都市計画 は

,

,

同項 に違反す るもの とな り,当 該都 市計画を決定 した都市計画決定 は違

適切 な規模で必要な位置 に配置す ることによ り, 円滑な都市計画 を確保
し,良 好な都市環境 を保持す るよ うに定め,同 項

19号 において,

法 となる。 これは,後 記イ以下にお いて も同様 で ある。

この

よ うな基準を適用す るについ て,同 法 6条 1項 の規定による都 市計画に

この点 ,ま ず ,次 の諸事情 か らす ると1外 環 の 2は 外環本線 と一体の

船

関す る基礎調査 の結果に基 づ き,か つ ,政 府 が法律に基 づ き行 う人 口

ものであ り,外 環本線 の構造形式が嵩上式 とされ ていた ことこそが,外

産 業,住 宅,建 築 ,交 通 ,工 場 立地その他 の調査 の結果 について配慮す

環 の 2に 係 る都市計画の基礎 とされた重要な事実 とい うことができる。

る こととしている。上記各規定 の趣 旨は,客 観 的,実 証的な基礎調査 の

a

,

そ t)そ も外環 の 2は その名が示す とお り,外 環本線 に係 る都市計画

結 果に基づ く土地利用 ,交 通等についての現状 の正 しい認識及び将来 の

に伴 つて計画 された一般道 であ り,付 議 された東京都市計画地方審議

的確 な見通 しを踏 まえて ,合 理的な判断が され ,都 市施設が適切 な規模

会 (以 下 「都計審」 とい う。 )に 先 立っ東京都 市計画街路調査特男1委

で必要な位置 に配置 され ることを確保 しよ うとす ることにある。

員会 (以 下 「街路特別委員会」 とい う。)に お いて も,そ れまで され

そ して,上 記 の よ うな同法 の規定及 びその趣 旨か らすれ ば,都 市計画

てきた街路計画に係 る道 路網 の再検討 とは無関係に,東 京都市計画高

につい て,基 礎調査か ら導 き出され る個 々の基礎事実の変更 ,消 失 に と

速道路調 査特別委員会で議論 されてい た外環本線 との関係で,付 属街

どま らず ,全 ての基礎調査 において共 通の前提 とされてい る事実 ,す な

路 とともに,突 然道路網計画に入 れ られた ものである。 しかも,外 環

わ ち,基 礎 とされ た重要な事実が大 幅に変更 した り,消 滅 した りした場

の 2に 係 る議案は,外 環本線 に係 る議案 と一括 して都計審 に上程 され

合 には,当 該都市計画は,同 法 13条 1項 に違反するもの とな り,当 該

都計審等 にお いても,外 環本線 と関連付け られ た説明が されているだ

都 市計画 を決定 した都市計画決定は違法 となる。

けで,独 自の必 要性 の説 明は全 くされないまま, 3回 の都計審で継続

なお,行 政処分 の瑕 疵 を判断す るにつ き,処 分時の事情 に よるべ きか

,

審議 され た後 ,共 に特別委員会に付 され, 3回 の特別委員会で の審理

,

処分後判決時までに生 じた事情 も考慮 して行 うべ きかについては,当 該

を経て都計審 で一括 して決議 されている。

b

行 政訴訟 における請求 の 目的や当事者 が違法 であるとす る法律関係 の性

外環 の 2は ,そ の区間は外環本線 の区域 と約 9kmに わたって完全

質 ,根 拠 となる法令の趣 旨等 を勘案 して決す べ き ところ,都 市計画決定

に重複 してお り,そ の構造 も構造形式を嵩上式 とす る幅員 23mの 外

の よ うに,そ の処分の効力 によつて発生 した法律 上の効果が存続 し,そ

環本線 を収用することができるよ うにす るため,幅 員 が 40mと され

の効果 を存続 させ ることが当該行政処分の 目的内容 とな つているものに

ていたな ど,高 速道路 で ある外環本線 を収容す るための空間として計

つ いては,当 該行政処分が された後 の事 情 につい ても,当 該行政処分の

画 されていた。

c

効力の判断を行 うに際 して考慮 され るべ きである。 したがつて,都 市計

都計審等 の議事録か らも明 らかなように,外 環 の 2は ,構 造形式 を

画 について,そ の基礎 とされ た重要な事実を欠 いていた場合 はもとよ り

嵩上式 とす る外環本線 の維持管理や 日照等 の点で通常の利用に適 しな

そ の後 の事情 の変化によ り,基 礎 とされた重要な事実が大幅 に変更 ,消

い土地 (死 に地)の 利用 のため,ま た,予 想交通量か ら外環本線が 6

,

車線ではな く, 4車 線 とされた関係 で,外 環本線で処理す ることがで

本線 の構造形式 が 嵩上式か ら大深度地下方式 に変更 され たこ とによ り

きな くなった交通量を処理す るため,さ らには,高 速道路建設である

重要な事実 の基礎 を欠 くこととなつて都市計画法 13条 1項 に違反す る

外環本線 の建設 に伴 う地元対策のた めに計画 された ものであ り,東 京

もの とな り,外 環 の 2に 係 る都市計画 を決定 した本件都市計画決定は違

23区 周辺 で急増す る交通需要 を処理す るために必要 と して決定 され

法 な もの となつた。そ して,こ の ことは,平 成 26年 11月

たことを うかがわせ る事 晴は見 当た らず ,都 市間ネ ッ トワー ク機能 も

市計画変更決定が された時点でも同様 である。

,

ないなど,独 自の必 要性 は認め られ ない。

主張す るが,高 速道路一般 の機能 , 目的 と幹線街路一般 の機能 , 目的

都市計画法 13条 1項 は,そ の柱書 き前段の後半部分 において,都 市

が異なることは当然であ り,何 ら外環本線 と外 環の 2の 一 体性 を否定

計画は 「土地利用 ,都 市施設 の整備及び市街地開発事業 に関す る事項で

する理由にはな らない。

当該都 市の健全な発展秩序 ある整備 を図るため必 要な ものを,一 体的か

昭和 41年 に外環の 2に 係 る都 市計画決定が された後 も,昭 和 45

つ総合的 に定めなけれ ばな らない」 と規定 してい るところ,上 記 のよ う

年に建設大 臣に よつて外環本線 に係 る都市計画の凍結宣言が され ると

な都 市計画の一体性 ,総 合性 は,単 一 の都市計画 の内部だけで要請 され

外環本線に係 る都 市計画 と共に約 40年 間にわたって凍結 され ,ま た

る ものではな く,む しろ関連す る複数の都市計画相互間において こそ要

,

昭和 61年 に外環本線 の一部の構造形式 が嵩上式か ら掘割式に変更 さ

請 され るものである。

れた際には,外 環 の 2に 係 る都市計画の うちの上記部分 と重なる部分

そ して,一 定範囲の空 間に関わる複数の都市計画が存在す る場合 ,こ

が 自動的に廃止 され, さらに,外 環 の 2は ,平 成 19年 外環本線変更

れ らが一体性 ,総 合性 の要請 を満た してい るか否 かは,総 体 として の都

決定において外 環本線 の構造形式が 嵩上式か ら地下式 に変更 され るこ

市計画 とい う観点か ら,当 該空間に関わる複 数 の都市計画 の 目的が有機

とにより,「 高速道路 が地 下化 され た場合 に検討が必要な路線」 (要

的 に連携 し,積 極的に協働 してい るか否かによって判断 され るべ きであ

検討路線)に 位置付 け られた。

り,少 な くとも,あ る都 市計画 の 目的が他の都 市計画 の 目的 と矛盾 し
,

外環の 2に 係 る収用費 を含む事 業費について も,外 環本線 が設置 さ
れ る幅員 23m分 については,嵩 上式の外 環本線の費用 (国 の費用)

これ を阻害す るこ とにな る場合には,両 都市計画 は,一 体1■ ,総 合性 を
欠 くもの として,同 項 に違反するもの となる。 また,一 方 の都市計画が

で収用 され る ことにな るため,収 用費が不要 となるとされていたな ど

先行 して事業化 されて判断 が 固定化 されている場合には,後 続 の都 市計

独 自の予算構想 もなかった。

画 について,当 該決定 の決定権者 において,先 行する都市計画 との間で

このよ うに,外 環 の 2は 外環本線 と一体 の ものであ り,外 環 の 2に 係

一 体性 ,総 合性を保持す るよ うに変更する義務が発生 し,こ のよ うな変

る都市計画は,外 環本線 の構造形式が嵩上式であることを基礎 となる重

更が されなければ,後 続 の都市計画は,先 行 している都 市計画 との間で

19年 外環本線変更決定において外環

一 体性 ,総 合性 を欠 くもの とな り,当 該都市計画 を決定 した都市計画決

,

(勁

合性 を欠 くこと (都 市計画法 13条 1項 違反 )
И

,

e

の都

イ 外環 の 2に 係 る都市計画 は外環本線 に係 る都 市計画 との間で一体性 ,総

なお ,被 告 は,外 環本線 と外環の 2と が,機 能, 目的を異にすると

d

28日

要な事実 として い た ところ,平 成

定 は違法 とな る。

0

本質的に矛盾す る もの となっている。

外環 の 2と 外環本線は,い ずれ の都 市計画決定 の決定主体 も被告であ

したが つて ,外 環 の 2に 係 る都市計画は,外 環本線 に係 る都市計画 と

り,ま た,共 に都市施設である道路 に関す る都市計画であつて, さらに

の 間で一 体性 ,総 合性 を欠 くもの とな つてお り,都 市計画法 13条 1項

,

昭和 41年 に都市計画決定が された 当時 ,外 環 の 2と 外環本線 の区域 が

に違反す るもの となってい るか ら,外 環 の 2に 係 る都市計画を決定 した

重複 してお り, しか も,都 市計画決定 自体が同時 にされ てい るこ とか ら

本件都市計画決定は違法である。 そ して,こ の ことは,平 成 26年

す ると,外 環 の 2に 係 る都市計画 と外環本線 に係 る都市計画 とは,一 定
の空間の空間形成 に関す る共通 の 目標 に 向けた積極的協働が求 め られ

,

それゆえ,求 め られ る一 体性 ,総 合性 の程度 も極 めて高 く,両 者 は,複

月 28日 の都市計画変更決定がされ た時点で も同様 である。
ウ 外環 の 2は 「当該都 市 の健全な発展 と秩序 ある整備 を図 るため必 要なも
の」 ではな く,「 適切 な規模 で必要な位置 に配 置」 された ものでもない こ

数 の 日標 が単に矛盾 な く両立す るとい う程度 を越 えて,同 一の 目標 ある

と (都 市計画法

13条 1項 違反

いは有機 的に連携 した複数 の 日標 に 向けて積極的 協lyJを す る こ とが, よ

閉

13条 1項 柱 書き前段 は,都 市計画は 「当該都市の健全な

り高度に求め られ る。
い

11

この点 ,外 環本線 に係 る都 市計画 は,平 成

都市計画法

)

発展 と秩序 あ る整 備 を図るため必要な ものを,一 体的 かつ総合的 に定め

19年 外環本線変 更決定 に

なければな らない」 と規定 し,同 項

おいて,構 造形式が当初 の高上式か ら大深度地下方式へ と変更 されてい

利用 ,交 通等 の現状及び将来 の見通 しを勘案 して,適 切 な規模で必要な

る ところ,そ の 目的は,外 環本線が特 に高度 な土地利用 が図 られてい る

位 置に配置す ることによ り,円 滑な都市活動 を確保 し,良 好な都市環境

東京都 内の既成市街 地部を通過す るため,「 沿道環境 を保全 し,移 転等

を保持す るよ うに定 めること」 と規定 してい る。

の影響 を極力少な くするため」 とい う行政 目的か ら,用 地買収や土地収

したがつて,都 市施 設に関する都 市計画が同項 の規定す る都市計画基

用 ,区 分地上権設定範囲を極力小 さくし,早 期整備 を図るとい うもので

準に適合 してい る とい うためには,当 該都市施設 が 「当該都市の健全 な

あった。

発展 と秩序 あ る整備 を図 るため必要 な ものJで あ り,か つ ,「 土地利用

これに対し,外 環の2に 係る都市計画は,外 環本線の変更前のルート

交通等の現状及び将来の見通 しを勘案 して,適 切 な規模 で必要な位置に

と同一の地上部に幹線街 路を建設す るとい うものであ り,こ の計画が事
業化 された場合には,変 更前 の外環本線 と重複す る正に高度な土地利用
が図 られてい る既成市街地部 を縦断 して用 地買収や土地収用等が全面的
に必要 となるか ら,外 環 の 2に 係 る都 市計画 の内容及び これを整備 した
場合 の効果は,既 に先行 してい る外環本線計画の 目的 と積極的に協働 じ
ているどころか,そ の計画 の 目的達成 を不 可能か,少 な くとも著 しく困
難 とす るものであ って,外 環本線 に係 る都市計画の 目的 と一見 明 白か つ

11号 前段 は,「 都 市施設は ,土 地

配置」 され た ものであることを要す る。

m

しかるに,本 件都 市計画決定に係 る都 市計画施設である外 環の 2は

,

次 の とお り,「 当該者F市 の健全な発展 と秩序 ある整備 を図るため必 要な
もの」ではない し,「 土地利用 ,交 通等の現状及び将来 の見通 しを勘案
して,適 切 な規模で必要な位置 に配置」 された もので もない。

a

まず,道 路建設の必要性は,基 本的に 自動車交通 の処理機能 の観点
か ら検討 され るべ きであるが,次 の とお り,外 環の 2に は自動車交通

,

の処理機能の観点か らみて,必 要性が認 め られない。

おける交通量 の処理 の必 要性か ら決め られた ものであ った。 さらに

,

(a)本 件都 市計画決定に係 る都市計画施設 である外環 の 2の 区域は

被告が東京 23区 におけ る道路交通網整備 を検討 して平成 16年 3

,

住宅地 として整 備 された際に整然 とした土地割 りが されてお り,南

月 に策定 した 「区部 にお ける都市計画道路 の整備方針」 では,外 環

北に相応 の幅員 をもつた道路が並行 して lo本 以上走ってお り,緊

の 2に ついて全 く言及 されてお らず,被 告が平成 18年 4月 に策定

急車両等 の通行 に も支障 はない ことか らす ると,こ れ らに加 えて南

した 「多摩地域 における都市計画道路 の整備方針 (第 二次事業化計

北に道路 を整備 す る必要性が乏 しいこ とは明 らかである。そ もそ も

画)」

日本の人 口は平成 20年 12月 を ピー クに減少傾 向にあ り,今 後 も

2は ,今 後 10年 間で優 先的に整備す べ き優先整備路線 とされてい

人 口は減少 してい くことが見込 まれ るところ,こ の人 口の減少 に伴

ない どころか,逆 に,「 高速道路が地 下化 された場合 に検討 が必要

つて交通量 も減少 してい くことは明 らかであ り,警 視庁交通部が毎

な路線」 (要 検討路線 )と され ている。 しか も,平 成

年作成 してい る交通量統 計表 において も,都 県境流 出入交通量は

備方針 の前提 となった調査委託 報告書 において,外 環 の 2は ,「 都

,

,・

過去

10年 間につ いてみ ても平成 16年 か ら減少傾 向 となってお り

(以 下 「平成

18年 多摩整備方針」 とい う。 )で も,外 環 の

18年 多摩整

市間ネ ッ トワー クの形成 」の機能 も,「 骨格幹線道路位置付 け路

,

その他 の部分で も,交 通量の基調は横ばいであ り,少 な くとも交通

線」 としての機能 もない とされ ている。加 えて,被 告が平成

量が増加す る客観的根拠 は見 い だせない。 しか も,現 在事業化 され

6月 に公表 した 「東京外 か く環状道路 (関 越道〜東名 高速間)将 来

てい る外環本線 が完成すれば,外 環 の 2の 区域 にお ける南北 の通過

交通量 について」では,外 環 の 2が 整備 された場合 と整備 され ない

交通は劇的 に少 な くなるはず であ り,昭 和 41年 当時は 4車 線 とさ

場合の 2通 りの推計が されてい る ところ,外 環 の 2が ある場合でも

れていた外環本線が ,平 成 19年 外環本線 変更決定 にお いて 6草 線

ない場合 でも,ほ とん ど交通量 は同 じとい う結果 となつてお り,場

に された ことか らす ると,自 動車交通の処 理機能 の点か らは外環の

所 によっては外環の 2が ある方 が周辺道路の交通量が増す とい う結

2が 必要 ないこ とは明 らかであ る。

果 とな ってい る。

18年

(b)昭 和 41年 以前に作成 された東京都 の細道路網図には,外 環 の 2

(c)被 告は,現 在 の交通 の状況を前提 と して,外 環 の 2に 必要 とされ

に相 当す る場所 に道路計画が記 載 されていない ことか らす ると,昭

る道路の規模 は片側 1車 線 ,両 側で 2車 線 の道路である と主張 して

和 41年 以前 には,外 環 の 2の 計画地には ,地 域的な道路整備の必

おり, この被告の主張を前提とすると,幅 員を40mと する外環の

要性 もなかった とい える。また,外 環本線及び外環 の 2に 係 る都計

2の 計画が 「適切な規模で必要な位置に配置」されたものでないこ

審 での審議経過 をみて も,昭 和 41年 当時の交通量調査 を基礎 に最

とが明 らかである。

も議論 されたのは,外 環本線 の 中央道 以北 を 6車 線 とす るか 4車 線

b

前記の とお り,道 路 の必 要性は ,基 本的に 自動車交通の処理機能 の

とす るか とい うことであ り, しか も,当 時 の交通量調査 を基礎 に決

必要性か ら検討 され るべ きであ り,ま た,防 災対策 としては道路建設

め られた とい うルー トについて も,外 環 の 2で はな く,外 環本線 に

の他 にも様 々な ものが あることか らする と,防 災上の必要性は道路の

必要性 を基礎付 ける付随的な理由に しかな らない ものである。 しか も

い。そ うす ると,外 環 の 2の 約 2分 の 1の 区間についてみて も,費 用

被告 自身 の行 った調査 によれば,外 環 の 2の 区域周辺は,東 京都 の東

が約

側地域 に比 べ て震災や火 災の危険は大 きくはない とされてお り,外 環

用対効果 (便 益 /費 用)が

の 2が ,被 告が作成 した 「防災都市づ くり推進計画」において,特 に

外環 の 2は 「適切な規模」 の もの とはいえない。

,

整備 が必要な地域 である 「整備 地域」や 「重点整備地域」に指定 されフ

c

円に対 して使益が約 670億 円であ り,外 環 の 2の 費

1.0に 満たない ことは明 らかであるか ら
,

外環 の 2に 係 る都市計画 は,現 に,平 成

19年 外環本線 変更決定の

た り,「 骨格 防災軸 (都 市計画道路等)Jに 位置付け るれた りしては

後 も,場 当た り的に,大 泉 」CT区 間の事業化 ,練 馬 3キ ロ区間の計

い ない。む しろ,外 環 の 2は ,防 災上重要な意味 をもつ地域 コ ミュニ

画変更 が されてお り,随 所 で,不 合理かつ大 きな無駄 ,矛 層 を抱えた

テ ィを分断 して破 壊す る有害 なもの ともいえ るものであ り,防 災の観

道路計画 とな つてお り,全 体 として,廃 止 され るべ き計画であること

点か らも必要性がない ことが 明 らかであ る。

が露呈 されてい る。

外環 の 2が 不必要であるこ とは地元に も認識 され ,外 環 の 2を 建設

切

しない ことが地元 の主要な意見 となっている。

d

e

1075億

このよ うに,外 環の 2は ,「 当該都市の健全な発展 と秩序 ある整備 を
図 るため必要な もの」 ではない し,「 土地利用 ,交 通等 の現状及び将来

都市施設が 「適切 な規模」 といえるためには,事 業 を行 うこ との必

の見通 しを勘案 して,適 切 な規模 で必要 な位 fF̲に 配置」 され たものでも

要性や実施す ることにより生 じる便益 な どの得 られ る利益 (計 画 のプ

ないか ら,都 市計画法

ラス効果)と 事業 を実施す ることによる地域住民 の負担を始 め とす る

る都 市計画を決定 した本件都市計画決定は違法 なもので ある。そ して

13条 1項 に違反 するものであ り,外 環の 2に 係
,

負 の影響 (計 画 のマイナ ス効果)及 び財 政的負担 (財 政的 コス ト)な

この ことは,平 成 26年 11月

どの失われ る利益 (広 い意味 での費用)を 比べ る とい う費用対効果 の

で も同様である。

観点 か らの検討 (費 用便益分析 )が 必要である。

28日

の都市計画変更決定 が された時点

工 本件都 市計画決定 にお ける住民の意思 の反映 の過程 が手続的正義 に反す

そ して,都 市施設 が 「適切 な規模」 といえるためには,少 な くとも

ること

:

1,0以 上であることが必 要であ る

被告 は,昭 和 45年 に外環本線 に係 る都市計画 と共に外環 の 2に 係 る都

ところ,外 環 の 2の 用地買収費用は,買 収 の必 要な面積 45万 ぽに公

市計画が凍結 されてか ら 30年 近 くを経た後, これ らの都市計画を復活 さ

示価格及び基準値価格 の平均値 41万 4750円 を乗 じた 1866億

せ る過程 で,

3750万 円に,都 市計画道路予定地であることによ り価格 が下落 し
てい る割合 1.16を 乗 じた 2149億 9950万 円 となるのに対 し

PI会 議 ,有 識者委員会 ,「 地上部街路に関す る話 し合 いの会」

外環 の 2に よ り得 られ る便益は,石 神井公園駅 か ら吉 祥寺駅までの 間

及び外環 の 2に よって影響 を受 けるであろ う沿線 の住民 との間で,情 報提

その費用対

/1J果

(便 益/費 用 )が

,

の約 2分 の 1に ついてみ ると,走 行時間短縮便益 として約 630億 円
走行経費減少便益 として約 30億 円の合計約 670億 円前後 にすぎな

,

PI(パ ブ リック 'イ ンボル ブメン ト。以下同 じ。 )協 議会
(以 下

「話 し合いの会」 とい う。 )な どといつた場をそれ ぞれ設定 し,外 環本線

供,意 見聴取,意 見交換 を行 つて都市計画に 「反映」 させ るための 「市民
参カロプ ロセス」 の手続 を採 ることを表明 した。

,

しか しなが ら,被 告は,

PI協 議会や これ を引 き継いだ PI会 議 の議論

とは別 に,こ れ らに諮 ることな く,平 成 17年 1月

の根 幹 である許認 可の 要否等 を勅令に全面委任す るとい う極 めて乱暴な

,外 環道 の地上部分 に

措置が とられてい るので あ り,戦 争 が終結 すれば当然に失効すべ きもの

ついて,外 環 の 2の 計画廃 止 以外に道路 を残す案 も合めた 3案 を公表 した

であ る。

上,平 成 24年 3月 には,外 環本線 の大泉 ジ ャ ンクシ ョン予定地である外

仮 に臨時措置法が第二次世界大戦 の終了に よって 当然に失効 していな

環 の 2の 大泉 」CT区 間につい て,事 業化 の説明会 を突如開催 し,話 し合

かつた としても,臨 時措置法 は,法 律に よ り許可 ,認 可,免 許 ,特 許

いの会には事前 に相談や報告 をしないまま,同 年 7月 には一部事業化 の認

承認 ,検 査,協 議 ,届 出,報 告等 を要す るとされてい るあ らゆる行政手

可の 申請 を し,同 年 9月 に認可 を得てい る。

続 について,勅 令

この よ うに,被 告 は,

PI協 議会や PI会 議 ,話

し合いの会 といった

(日

,

本 国憲法施行後は政令 )に よ り,上 記 の許 可等を

不要 とす ること (臨 時措置法 1項 1号 ),申 請等があつてか ら一 定期間

「市民参加のプ ロセス」の手続 を形式的には履践す るのであるが
,実 際 に

の経過によつて許可等 があった もの とみなす こと

は,沿 線 の住民 の意思を都 市計画に 「反映」 させ よ うとい う考 えを持 って

他 ノ簡捷化 ノ為 ノ必要ナル措置」 をすることができること

お らず ,被 告 に よる上記の よ うなや り方は手続的正 義に反 しているか ら

を定めているところ,こ れ らは法律が定めてい る数 々の許認 可制度に係

,

本件都市計画決定は違法である。

例

そ うす ると,昭 和 41年 7月

30日

に 1日 都

項 6号 )

可が必要であるのに,こ れが されていない。

30日

に された外環 の 2に 係 る都 市計画

決定 について,臨 時措置法を根拠 として,I日 都市計画法 3条 の規 定す る

市計画法 3条 に基づいて され てい ることか ら,同 条の規定す る内閣の認

И

(同

41条 に違反するもの として無効である。

と
外環 の 2に 係 る都市計画決定は,当 初 ,昭 和 41年 7月

項 3号 ),「 ソノ

る権限の全て を勅令 (政 令 )に 包括的に委任す るもので あるか ら,憲 法

昭和 41年 に され た外環の 2に 係 る都市計画決定が内閣 の認可を欠 くこ

オ

(同

内閣 の認可が不要であ るとす ることはできない。
(ツ

したがって,昭 和 41年 7月 30日 に された外環 の 2に 係 る都 市計画

この点,許 認可等 を不要 とすることができる旨を規定す る臨時措置法

決定については,旧 都 市計画法 3条 の規定す る内閣の認可が必 要 であっ

は,そ の適用 の要件 として 「大東亜戦争 二際 シ行政簡素化 ノ為必要アル

たに もかかわ らず ,こ れが され ていない とい うことになるか ら,本 件都

トキ」 が規 定 されて い る ところ,第 二次世界大戦 の終了によつて この要

市計画決定は違法である。

件 を充足す ることは不可能 となったため,当 然 に失効 した。 また,臨 時

力

本件 都市計画決定 の違法性が重大かつ明白であること

措置法は,戦 時行政特例法 とともに,各 種許認 可事務等に関す る行政事

前記 アない しオの とお り,本 件都市計画決定は違法 であるところ,そ の

務 の統一化 ,効 率化 ,簡 素化 を図 り,強 化 され た内閣総理大臣の権限に

違法性 は,多 くの住民を立 ち退 かせて生活 を奪 うとい う被侵害利益 が重大

よ り,「 大東 亜戦争」 の遂行のための戦時生産体 制,特 に軍需生産体制

な ものである。その一方 ,外 環 の 2に 係 る都市計 画 自体はいまだ実施 され

の強化,確 立 を遂 げるこ とを 目的 として制定 された もので あるが ,こ の

ていないか ら,外 環 の 2に 係 る都市計画を前提 とした第二者 の保護 を考慮

目的の達成のため,許 認 可等 を勅令 に よって不要 とするな ど,行 政手続

す る必要はな く,そ の違法性が明 白であることは必 要ではないか ら,本 件

都市計画決定は,そ の違法性が重大 であるこ とのみをもつて無効 となる。

で 2 5 8 0 klnの 都市計画道路 を 1 4 9 0 krnに 改めるとい うこ とを

仮 に本件都 市計画決定の違法性 が明 白であることが必要である として も

内容 とす るものであ り,外 環 の 2は ,こ の よ うに して見直 しが行 われ

外環の 2に 係 る都市計画は,外 環本線 の構造形式が嵩上式であることを基

た都 市計画道路網 を構成す る幹線道路 の一つ として,都 計審 の議 を経

礎 となる重要 な事実 としていた ところ,平 成 19年 外環本線変更決定にお

て決定 され たものであ り)上 記 の範囲 にあ る他の街路 とともに全体の

いて外環本線 の構造形式 が大深度 地下方式に変更 された ことに よ り,重 要

街路計画 の 中の一 路線 として決定 され た もの であった。 よ り具体的に

な事実 の基礎 を欠 くこととなつて ,都 市計画法 13条 1項 に違反す ること

は,衆 議院建設委員会 において 当時 の被告首都整備局長 が説 明 した と

な り,外 環の 2に 係 る都市計画 を決定 した本件都市計画決定が違法な もの

お り,外 環 の 2は ,東 京 23区 周辺 の市街化 に伴 い急増す る交通需要

18年 4月 21日 の東京 都知事 の

を契機 とした同区域 での道路交通網整備 のた め,交 通需要 の起終点調

定例記者会見において,本 件都市計画決定の違法性 を基礎付け る事実が公

査 を行 つた結果 ,交 通需要が急激 に増 えている環状 8号 線 の外側 に環

表 された ことに よ り,本 件都市計画決定の違法性は明 白な もの となった と

状 9号 線 ともい うべ き街 路を造 る必要が認 め られたことか ら,幹 線街

もい えるか ら,本 件都市計画決定 は,そ の違法性 が重大 かつ 明 白なもの と

路 の一っ として都 市計画決定 された ものであ る。外環 の 2は ,幹 線街

して,無 効である。

路 として他 の都市計画道路 とのネ ッ トワー クを構成 し,交 通 を円滑化

,

であることは明 白となった。 また ,平 成

(被 告)

す るとい う既存 の細街路のみでは果 た され ない機能を有 してお り,本

ア 外環本線 の構造形式が嵩上式か ら地下式に変更 されたか らといって外 環

件都市計 画決定 において基礎 とされた重要 な事実は,東 京 23区 周辺

の 2に 係 る都 市計画が重要な事実 の基礎 を欠 くとい うことにはな らない こ

の市街化 に伴 い急増する交通需要 を契機 としたこの区域で の道路交通

と

網整備 の必要性 であつた。
外環 の 2に 係 る都市計画は,外 環本線 に係 る都市計画 と区域 が重複 す

なお ,特 別委員会や都計審 の審議経過等 において も,外 環 の 2に 係

ることか ら,そ の内容が整合す るよ うに定め られた上,内 容 に矛 盾 がな

る都市計画決定が構造形式を嵩上式 とす る外環本線の存在 が あるか ら

い よ うに都計審 に も同時に付議 された ことは確 かである。

こそ計画 された こ との根拠 となるような審議 はきれてい ない し,都 計

同

しか しなが ら,次 の各事実 によれ ば,外 環本線 の構造形式が嵩上式 で

審等にお いては,通 常,都 市計画の内容全 てについて 口頭 での説明や

あることは,外 環 の 2に 係 る都市計画の基礎 とされた重要な事実ではな

議論が行われ るわけではないか ら,外 環 の 2の 独 自の必要性 につ いて

かった。

の説明や議論 がないか らといって,そ の必要性が否定 され るものでは

a

ない。

建設省 告示第 2428号 によって告示 された外環 の 2を 含む都市計
画決定は,東 京者ド
内にお いて過去 に決定済みであつた都市計画道路網

b

そもそ も,外 環 の 2は ,円 滑な交通処理 ,良 好 な市街地環境 の形成

について ,お おむね東京 23区 の環状 6号 線 の外側 の範囲を対象に し

災害時の防災性 の 向上な どの多様 な機能 を有す る都市の骨格 を形成す

て再検討 を行 つた結果 ,幹 線街路 ′補助線街路を追カロ
,変 更 し,全 体

る幹線街 路であ り,地 上部に建設 され るこ とによ り,そ の効用 を発揮

,

し得 る もので ある。すなわ ち,外 環 の 2は ,地 上部に建 設 され るか ら

されたが,こ の ことをもつて,外 環本線 の構造形式が嵩上式であるこ

こそ,地 上か ら自由に出入 りす ることが可能 とな り,建 築基準法 43

とが外環の 2に 係 る都市計画にお いて基礎 とされた重要 な事実であっ

条 1項 の規定する道路 として,接 す る土地 を建 築物 の敷地 とす ること

た とい うことにはな らない。 む しろ,平 成

を可能 に し, さらには,他 の都市計画道路 とのネ ッ トヮー クを構成 し

伴 つて,外 環本線 の附属街路が廃止 されてい るにもかかわ らず ,外 環

,

街 区を形成 し,延 焼防止 帯 などとして防災機能 を備 え,路 線 バスの走

の 2に 係 る都市計 画が廃 止 されていない ことは,外 環 の 2が ,外 環本

行等の公共交通機 関の利便性 を高め,生 活道路 への通貨交通 の流入 を

線 の構造形式が嵩上式であることを基礎 としてお らず ,独 自の必要性

回避 し,緑 地帯を設 け沿道環境 の 向上を図 ることがで きるとい うもの
であ り,歩 行者専用道や 自転車専用道 を設 けるなどの利用方法 も考 え
られ る。

計画 され た 自動車専用道路 である東京外か く環状道路 の一部分 に当た
るものであ り,都 心か ら約

があつて計画 された ことを示 してい る。

m

外環本線 は, もともと東京外か く環状道路 の一部 を構成 し,都 心部の
1曼

これ に対 し,外 環本線 は ,よ り広 く首都 圏 の道路交通 の骨格 として

15kmの 圏域 を環 状に連結す る延長約 8

19年 外環本線 変更決定に

性的な渋滞 を解消 し,国 際競争力 を高め る とともに快適 で利便性 の高

い都市を実現す る上で必要不可欠 な道路 として,早 期着 工を図るべ き優
先度 の極めて高 い都市計画 であつた ところ,平 成
(変 更)決 定によ り,ジ

19年 4月 の都市計画

ャ ンクシ ョン (東 名高速道路,中 央道,関 越道

5km道 路で,東 名高速道路,中 央道や関越道 などの 自動車専用道路

と立体交差で接続す る部分 )及 びイ ンター チェンジ

と連結 す るほか,東 京外 か く環状道路全体 としてみる と,東 北道,常

はない東人道路 ,青 梅街道 , 日白通 と立体交差で接続す る部分)を 別 と

磐道 ,東 関東道な どの 自動車専用道路 とも連絡 してい るな ど,首 都圏

して,基 本的に大深度地下を利用す る地下方式 に計画が変更 されたこと

の高速道路網 を構成す る非常に重要な道路 である。ま た,外 環本線 は

,

一般街路 と分離 した平面交 差 の ない 自動車専用道路 (都 市高速道路)

(自

動車専用道路で

によ り,事 業化 に向けての具体的な内容を整 え,可 及的 に事業の進捗 に
取 り組む段階 となった。

であ り,沿 道 の土地か らの 出入 りができない こと,建 築基準法 43条

これに対 し,外 環の 2に 係 る都市計画は,前 記例 の とお り,外 環本線

1項 の道路か らは除外 され ているため,沿 道の土地は建 築物 の敷地 と

の構造形式 が嵩上式であることを基礎 となる重要な事実 としていたわけ

しての接道要件 を満 た さないこと,周 辺の細街 路 とのネ ッ トワー クを

ではなく,外 環本線が基本的に大深度地 下を利用す る地下方式 となった

構成す るもので もないこ と,路 線 バ スな ど地域 の公共交通機 関には活

ことに より,外 環本線 との間で,具 体的な,設 計,建 設 工事を一 体的か

用 し難 い ことな ど,外 環 の 2と は機能を異 に してい る。

つ総合的に行 わなければ非効率 とな るような 関係が相当程度 希薄 とな り
,

この よ うに,外 環 の 2は ,外 環本線 とは異なる独 自の機能 を有 して

事業化の歩調 を合 わせ る大 きな意味が特に認 め られな くなったことか ら
,

い る。

c

外環本線 の一部 の構造形式 を嵩上式か ら堀割式に変更す る外環本線
に係 る昭和 61年 の都市計画変更決定に伴 って外環の 2の 一部が廃止

他 の多 くの都市計画道路 と共にネ ッ トワー クを構成するものであるとい
う位置付けを前提 としつつ ,改 めて,計 画内容 を検討す ることとしてい
るところである。

したがつて,収 用 の問題や原告 らの主張す る住環境 の観 ,点 か ら,外 環

湾 ,空 港等 に関す る国の計画 に適合す ることを前提 とした上で,土 地利

本線 が地下式 として地上部か ら姿を消 したか ら地上部の外環 の 2も 廃止

用 に関す る計画 ,都 市施設の整備 に関する計画及び市街地再開発に関す

が 当然であるとい う原告 らの主張は,両 者 の位置関係 のみの とらわれた

る計画につ いて, これ らを一体的 かつ総合的に定めることを規定 してい

当を得ない もので ある。

る。 これは ,総 体 としての都市計画 とい う観′
点か らの整合性 を問 うもの

(P/1

以 上に よれば,外 環 の 2に 係 る都市計画は,外 環本線 の構造形式が嵩

であつて,個 々の都市施設同士の場所的 (位 置的)関 係 とい う狭 い議論

上式 であることを基礎 とされた重要 な事実 とす るものではな く,平 成 1

で問題 が尽 きるとい う性質の ものではない。

0

9年 外環本線変更決定 において外環本線 の構造形式が嵩 上式か ら地下式
に変更 されたか らといつて,重 要な事実 の基礎 を欠 くことになつた とい

に してお り,外 環本線 の構造形式が嵩上式であることは,外 環 の 2に 係

うこ とはない。

る都市計画 にお いて基礎 とされた重 要な事実 ではなか ったか ら,外 環本

なお,そ もそも,抗 告訴訟 における行政処分 の違法性判断 の基準時は

線 と外環 の 2が 平成

,

当該行政処 分 が された当時であるところ,原 告 らが本件都市計画決定
(な

19年 外環本線変更決定後 も併存す ることに何 ら矛

盾 はなく,外 環 の 2に 係 る都市計画 は外環本線 に係 る都市計画 との間で

い し外環 の 2に 係 る都市計画)の 違法事 由 (無 効事 由)と して主張

一 体性 ,総 合性 を欠 くものではない。

す る平成 19年 外環本線変更決定は外環 の 2に 係 る昭和 41年 の都市計

また,そ もそも,平 成 19年 外環本線変更決定は,外 環本線 が,広 域

19年 外環本線変更決定

幹線道路網 の 一翼の担 うもの として首都圏 の交通 ,環 境 問題 を改善す る

を前提 とした主張 自体 が失 当 とい うべ きである。一般的に ,行 政処分後

うえで重要 な幹線道路であること,構 造形式 を嵩上式 としていた都市計

に法令 あるいは事実状態 の変化があつた場合には,ま ず行政庁が変化 し

画決定につい て地元 の理解が得 られず に話合 いが できない時期があつた

た事 情に基づいて第一 次判断権 を行使す べ きであつて,こ れ を待 たず に

こと,そ の 間 に土木技術 の進歩があつた ことな どの各要素を総合的に考

訴訟 の 中で処分後の法令 あるいは事 実状態 に照 らして処 分 の違法性を判

慮 した結果 ,そ の構造形式 を地下式 に変更 して計 画を具体化す るとい う

断す ることは,行 政庁 の第一 次判断権 を侵す ものであって ,行 I̲t処 分 の

決定を行つた ものであつて,収 用 の範囲を小 さくす ることが主要な 目的

適法性 の事後審査 とい う抗告訴訟の本質に反す る。 したが って,本 件訴

とい うわけではないか ら,外 環本線 と同 じ路線の地上部 に外環の 2が 存

訟 において も,本 件都市計画決定が された後 の事情の変化 を基礎事情 と

在 した としても,外 環本線の 目的 と矛盾す るとい うことはない。

画決定 の後 にされた ものであ るか ら,こ の平成

して ,そ の連法性 が判断 され るべ きではない。
イ

前記アの とお り,外 環本線 と外環 の 2は 道路 としての役割や機能 を異

外環 の 2に 係 る都市計画は外環本線 に係 る都市計画 との間で一体性 ,総

例

以上によれ ば,外 環 の 2に 係 る都 市計画は,外 環本線 に係 る都市計画
との間で,一 体性 ,総 合性 を欠 くものではないか ら,外 環 の 2に 係 る都

合性 を欠 くものではないこ と

市計画は都 市計画法 13条 1項 に違反す るものではな く,外 環 の 2に 係

の 都市計画法 13条 1項 柱書きは,都 市計画が,国 の総合的な国土計画

る都市計画 を決定 した本件都市計画決定は違法ではない。

￨￨,鉄 道,港
や地方計画に関する法律に基づ く計画,あ るいは道路,河 り

なお,前 記 アリ の とお り,抗 告訴訟 における行政処分 の違法性 の有無

,

す なわち,違 法性判断 の基準時は,当 該行政処分が された当時である と

既存 の街路計画について,こ れ を縮小す ることを含 めて再検討す ると

ころ,原 告 らが本件都 市計画決定 (な い し外環 の 2に 係 る都市計画)の

して も,者 F市 計画道 路網 を構成 している多数 の計画道路 の うち, どの

違法事由 (無 効事 由)と して主張す る平成 19年 外環本線変更決定は昭

路線 について車線 の減少や計画廃止等 を行 うのか は,相 当に慎重な考

和 41年 の外環の 2に 係 る都市計画決定の後 に された もので あ り,そ の

慮 を要す るものであ り,都 道府県道等 の交通量の全般的な減少傾 向に

主張 自体が失当で ある。

よつて外環 の 2の 必要性 が直ちに否定 され るものではない。

ウ 外環 の 2は 「当該都市 の健全 な発展 と秩序 ある整備 を図 るため必要な も

c

外環本線か らこばれ る車両を受容す るた めだけに外環 の 2が 都市計
画決定 されたのであれば,外 環 の 2を 4車 線規模 の幹線道路 として都

の」 であ り,「 適切 な規模で必要な位置に配置」 されてい ること
外環 の 2は ,次 の とお り,自 動車交通 の処理機能 の点か ら必要性があ

い

市計画決定す る必要はなか ったはず であるか ら,外 環 の 2が 単に外環
本線 か らこばれ る車両を需 要す るためだけに計画 された ものでは ない

る。

a

23区 周辺の市街化に伴 い急増す る交通需要を契

ことは明 らかである。 また,外 環 の 2が 4車 線 として計画 されていた

機 とした同区域 での道路交通網整備 の必要性 か ら計画 された幹線道路

ことか らす ると,外 環本線 が地下化 によ り 2車線増 えた として も,外

であ り,他 の都 市計画道路 とネ ッ トワー クを構成 し,交 通 を円滑化す

環 の 2で 予定 していた交通量の全てを受容 できるわ けではない し,外

る とい う既存の細街 路のみでは果た されない機能 を有 している。現在

環本線は,構 造形式 を地下式 としているため,イ ンター チェンジ

で も,例 えば,外 環 の 2の 区域内にある本件土地 の周辺地区には,練

白通 り,青 梅街道 ,東 八道 路)以 外 の部分では他 の道路や沿道 へ 出入

馬 区北部方面 と武蔵野市及び三鷹市方面 との南北方面 に通ず る幹線街

りができない上, 自動車 の交通機能以外 の空間機能 ,市 街地形成機能

路に匹敵する道路が存在せず,武 蔵野市及 び三鷹市方 面 と練馬区北部

を果たす ことができない こ とか らす ると,外 環本線が 6車 線 となった

方面 との 間の行 き来 を必要 とす る車両 (緊 急時に出動す る消防用 自動

か らといって,直 ちに外環 の 2の 幹線街路 としての必要性がな くなる

車,救 急用 自動車な どの緊急 自動車を含む。 )は ,環 状八号線や笹 目

もので もない。

外環 の 2は ,東 京

d

通 りまで迂回す るか ,い わゆる生活道路 (住 宅街や商店街 にあ り,幅
員が狭 く,自 動車 よ り人 の交通が多 い道路)へ の流入 を余儀な くされ

b

,

(目

平成 18年 多摩整備方針 では,外 環 の 2に ついて,交 通処理機能 の
確保 ,バ ス交通 を支える道路網 の形成 ,震 災時にお ける防災性 の向上

,

円滑な道路交通 に著 しい支障を生 じさせ るとともに,幅 員 の狭 い生活

良好な居住環境地区の形成 とい う評価項 目にお いて,そ の必要性 が確

道路へ の車両流人に伴 う交通事故の危 険性 な どが懸念 され る状況にな

認 されている。外環 の 2は ,外 環本線 が地下化 された場合には,そ の

つてお り,こ の よ うな状況か らも,練 馬 区北部方面 と武蔵野市及び 三

計画線や構造等の検討が必要な路線 として抽 出されてい るものの,こ

鷹市方面 との南北方 面に通ず る幹線道路 として の外環の 2の 整備 の必

れは直ちに廃止すべ きことを意味す るものではない。外環 の 2に つい

要性 が認 め られ る。

ては,計 画の廃止 とい う選択肢 も全 く排除 されない ものの,そ の計画

都道府県道等 の交通量 の全般的な減少傾 向があることを前提 として

,

線や構造形式等 を変更 した上で ,外 環 の 2が 都市計画道路網 を構成す

る幹線街路の機 能を維持す るこ とに も十分な合理性がある。
都市における道路には,概 括す る と,①

的

確保す るための交 通機能 ,②

な る。

都市 における円滑な移動 を

さらに,外 環 の 2が 整備 されて路線バ スが運行す るよ うにな つた場合

都市環境 ,都 市防災等の面で 良好 な都市

南北方向のバス路線 が充実 した り,安 全 ,快 適 なバス停環境が創 出され

空間 を形成 し,供 給処理施設等の収容空 間を確保 するた めの空間機能
③

,

た りすることに より,バ ス利用者 の利便性 が強化 され る。

,

都市構造 を形成 し,街 区を構成す るための市街地形成機能がある。

外環の 2は ,外 環本線 の構造形式が地下式 に変更 され たことに伴 つて

切

,

外環 の地上部街路 の検討 に際 して説 明 され ている 「自動車交通 の処理」

当初外環本線 の建設が予定 されていた区域 についての計画線等 を含 めて

「防災性 の向 上」 「環境 の確保」 「ライ フ ライ ンの収容」 の各機 能は

再検討 を してい る段階であ り,こ の段階で直 ちに予算構想 を具体化する

上記の① ない し③ の機能 を具体的に説 明 した ものであ り,仮 に,原 告 ら

こ とがで きないのは 当然である。

,

が主張す るとお り,外 環 の 2に つい て,自 動車交通の処理機能の重要性

原告 らが主張す る費用便益分析は,街 路計画の是非 を論 じる際 に参考

が相対的 に低 くなつた としても,外 環 の 2に は交通以外 の機能 も存在す

とす る一つの材料にはなるとしても,そ もそ もそ こで金銭的に算 出され

るか ら,外 環 の 2に 係 る者F市 計画 としての必要性 はな くなっていな い。

る便益は,道 路 の整備 によって もた らされ る全て を網羅す るものではな

具体的 には,ま ず,外 環 の 2が 整備 された場合 ,周 辺道路の交通 の流

く (例 えば 暖 境」 「防災」 「暮 らし」 とい つた便益は算出 され ていな

れが スムーズ にな り, 自JJ・ 草か らの C02排 出量,N

Ox排 出量,

sPM

い。 ),そ の結果のみ を絶対的基準 として都市 計画が都市計画法 13条

排 出量が削減 され ,地 球環境 の保全 が図 られ るほれ 外環 の 2に 街路樹

1項 の規定す る都 市計画基準に適合するか否か を判断す る ことはできな

や緑地が整備 されれば,石 神井公園や善福寺公 園な ど大規模 な緑 の拠点

い。 しか も,原 告 らが独 自に行 った費用便益分析の概算 に基づ く費用対

を結ぶ ことにより,玉 川 と荒川 で囲まれ る大 きな軸 とその内側に ある緑

効果 に係 る主張は,費 用に比 し便益が過少 に評 価 された り,便 益に対 し

な どで東京 を包み込むネ ッ トワー クの一部 を担 うことにな り, ヒー トア

て費用が過大に評価 された りしてお り,比 較す る対象についてバ ランス

イ ラ ン ド現象 の緩和に寄与す ることが期待 され るなど,都 市環境 の保全

を欠 いて い る。

が図 られ ることとな る。

したが って,外 環 の 2が 「適切 な規模」ではない とい うことはで きな

また,外 環 の 2が 整備 され た場合 ,外 環 の 2の 沿線地域 に位置す る石

い

神井公園一帯や上石神井 アパー トー 帯 ,善 福寺公園,東 京女 子大学一 体

l‐

等 の広域避難場所 へ のルー トとして ,青 梅街道や新青梅街道などの東西

。

l 以上に よれ ば,外 環 の 2は ,「 当該土地 の健全 な発展 と秩序あ る整備
を図るため必要 な もの」であ り,「 土地利用 ,交 通等 の現状及 び将来 の

方 向の緊急輸送道路にカロえて南北方 向 のルー トが確保 され ることにな り

見通 しを勘案 して,適 切な規模で必要な位 置に配置」 されてい る とい え

避難拠点及び被告指定の避難場所 か ら災害拠 ,点 病院までの輸送や ,救 援

るか ら,都 市計画法 13条 1項 に違反す るものではない。

,

物資等 の輸送に資することになるほか ,災 害時以外 において も,救 急車

なお,前 記ア(「/1の とお り,抗 告訴訟における行政処分 の違法性 の有無

両の到着時間の短縮が期待 され ,安 心な生活環境倉1出 に も資することに

すなわち,違 法性判断 の基準時は,当 該行政処分 がされた当時であると

,

ころ,原 告 らが本件者Б
市計画決定 (な い し外環の 2に 係 る都市計画)の

て状況 に応 じて同法及びその委任 に基づ く勅令 の改廃及びそ の後 の措置 を

違法事 由 (無 効事 由)と して主張す る事実 の ほ とん どが昭和 41年 に外

検討 す るとい う前提で制定 されたもの と理解す るこ とができる。そ して

,

工
の

環 の 2に 係 る都市計画決定が された後 の ものであ り,そ の主張 自体が失

臨時措置法は, 日本 国憲法施行後 も直ちに廃止 され ることはな く,行 政事

当である。

務 に関す る国 と地方の関係等 の整理及び合理化 に関す る法律 (平 成 3年 法

本件都市計画決定 が適法な手続 に よつて され た ものであ ること

律第

本件都市計画決定 は,I日 都市計画法及び都市計画法の規定す る手続 に
従 つて され た適法な ものである。

かった。 また,内 閣総理大臣が国務大 臣を任命す ることとされ た 日本 国憲
法下にお いては,新 たに主務大臣 となった建設大臣が行 う都市計画決定に

に)な お,前 記アリ の とお り,抗 告訴訟 における行政処分 の違法性 の有無

オ

79号 )が 平成 4年 5月 20日 に施行 され るまでは,廃 止 され ていな

,

ついて,関 係す る行政各部 に属する事 項 についての調整 を行 うために,逐

すなわち,違 法性判断 の星準時は,当 該行政処分 が され た当時であると

―,内 閣の認可を受 ける必要性 はな くな った とい えるし,む しろ,都 市計

ころ,原 告 らが手続的正義 に反す るとして主張す る事実 は外環の 2に 係

画決定の効力 を内閣の認 可にかか らしめるとい う制度は,中 央集権的な性

る昭和 41年 の都市計画決定が された後のものであ り,そ の主張 自体が

格 を強 めるものであって,内 閣 の認可を不要 とす る方が地方 自治の本 旨に

失 当である。

適合す ることか ら,臨 時措置法の規定 に基づ く臨時特例は 日本 国憲法 の施

外環 の 2に 係 る昭和 41年 の都市計画決定 について内閣 の認可は不要で

行 に当たつて廃止 され なか つた とも考 え られ る。 さらに,臨 時措置法 1項

あること
外環の 2に 係 る都市計画決定が された昭和 41年 7月

1号 の規定 は,現 に実 定法 として存続 してい るもの として,長 い年月 にわ

30日

当時は,臨

たつて運用 されてい ることか らす ると, これ を前提にされた各種の行政行

時措置法 1項 1号 ,臨 時特例 2条 1項 1号 , 日本国憲法施行 の際現に効力

為 の効力 を覆す ことは,広 範 かつ著 しい悪影響 を及ぼす ことが 明 らかであ

を有す る命令 の規定 の効力等に関す る法律 2条 1項 ,同 法附則 2項 ,日 本

る。加 えて,臨 時措置法は,行 政簡素化 のため必 要があるとき として,委

国憲法の施行 の際現 に効力を有す る勅令 の規定 の効力等 に 関する政令 1項

任 の 目的を絞ってい るか ら,委 任 の範囲が無限定で広範に失す るとまでは

の規定によ り,都 市計画決定について内閣の認 可を受 ける ことは要 しなか

い えない。 したがって,臨 時措置法及び これに基づ く臨時特例 を根拠 とし

つたか ら,外 環 の 2に 係 る昭和 41年 の都 市計画決定について内閣の認可

て され た外環の 2に 係 る昭和 41年 の都市計画決定については,少 な くと

の有無を確認す ることができない と して も,本 件都市計画決定に法律上の

も,臨 時措置法 1項 1号 及 び臨時特例 2条 1項 1号 の規定の適用に 関する

瑕疵 が あるこ とにはな らない。

限 りは,憲 法 の規定に違反 して これ を無効 とすべ きような瑕疵 はない もの

なお,臨 時措置法は,そ れ 自体の効力 の終期 を定める規定がな く,失 効
した際の経過措置 に関す る規程 も存在せ ず,委 任 を受 けた勅令 の効力の効
力等 の終期等 を定 める規定 も存在 しない ことか らす ると,「 大東亜戦争」
の終結によつて当然に効力を失 うものでは な く,し かるべ き時点で,改 め

と評価すべ きである。

(3)本 件都市計画 の廃止手続 の処 分性 の有無

(争 点③ )

(原 告 ら)

本件都 市計画決定に処分性 が認 められ るの と同様 ,本 件都市計画の廃 止手

続 について も処分性 が認 め られ る。

特 に,違 法 な都市計画 によ り土地 を他 に売去,し よ うとして も通常の取 引

(被 告)

の場合 のよ うに買手 を見 つけることが困難 になるとい う制 限については

,

これ をツト
除す るために争 うべ き後続 す る処分が存在 しない。 これ を争 うた

本件都 市計画決定 に処分性がないの と同様 ,本 件都市計画 の廃上 の決定は
もとよ り,廃 止手続 に も処分性 はない。

めに,建 築不許 可処分 の取消訴訟を しろとい うのは,実 際 には必要 のない

(4)本 件都 市計画 の廃止手続 が とられない ことによる重大 な損害 を生ずるおそ

建築確認の為 の設計図の作成等 をさせ ,不 許可 となるのが分 かつてい るの

れの有無及び その損 害を避 けるための他 の適当な方法 の有無 (争 点④)

に建築確認 申請 をせ よとい うのに等 しく,訴 訟 の方法 として余 りにも遣遠
であ り,実 効的な救済手 段 とは到底 い えない。

(原 告 ら)

ア

本件 都市計画 の廃止手続が され ないこ とによ り「重大な損害を生ずるお

したがつて,上 記 アの損 害 を避けるためには,本 件都市計画 の廃 止手続
の義務付 けを求める以外 に 「適 当な方法がない」 といえ る。

それ があ」 ること
本件 都市計画 に係 る都 市計画施設 である外環の 2の 区域 内に本件不動産
を共有 す る原告 らは,本 件都 市計画決定に伴 って,都 市計画法 53条 1項

(被 告)

ア 本件都市計画の廃上手続が されない ことによ り 「重大な損害 を生ずるお

の規定す る建築物 の建 築 の制限や同法 57条 の規定す る土地 の有償譲渡の

それがあ」 るとはい えないこ と

制限を受 けてい るほか,近 い将来 ,本 件不動産が公用収用 され るとい う地

都市計画法 53条 1項 の規定す る建築物の建築の制限や 同法 57条 の規

位 に立た されてい る。 そのため,原 告 らは,所 有す る建物 の修理や改築を

定す る土地の有償譲渡の制限は,実 際 に建物 を建築 した り,土 地を有償譲

しよ うにも, どの程度すれ ば良いのか不安定な状況に追い込まれ ,ま た

渡 した りしよ うとす る際に問題 となるものであ って,具 体的 な建築物の建

いつか移転 を迫 られ ,生 活が破壊 されて しま うのでは ないか とい う不安 の

築計画や土地 の譲渡予定 がない時点で重大な損害が生 じるおそれがあると

下で生活 している。 この よ うな,建 築制限による居住空間 の不安定や生活

い うことはで きない。 また,都 市計画施設 の 区域内において 土地 の収用 を

や人生 に対す る不安は,金 銭 による回復が困難 な精神 的苦痛 による損害で

す るためには,都 市計画事業 の認可が必要であるか ら,都 市計画決定が さ

ある。

れ てい るだ けでは,都 市計画施設の区域内に土地を所有 してい るか らとい

,

そ して,本 件都 市計画の廃 止 手続 が されなければ上記 の よ うな損害が発
生 し続 けるのであ るか ら,本 件都市計画 の廃上手続が され ない ことによ り
「重大な損害を生ず るおそね′
があ」 るとい える。
イ

つて,土 地の収用 とい う並大 な損害が生 じるおそれがあるとはいえない。
イ

「他 に適 当な方法がない」わけではない こと
都 市計画法 53条 1項 の規定による建 築物 の建築の制限については,建

「他 に適 当な方法がない」 こと

築確認 の義務付けの訴え等に よって争 うとい う方法がある し, rll市 計画施

仮に本件都市計画決定が違法 ,無 効であることが確認 された として も

設 の 区域内における土地の収用について も,者 F市 計画事業 の認 可に対す る

直 ちにその効力 がなくな ることにはな らないか ら,上 記ア の建築制限等 に

抗告訴訟や 当該収用裁決 に対す る抗告訴訟によって争 うとい う方法 がある

よる居 住空間の不安定や ,生 活 ,人 生に対す る不安 は避 け られない。

か ら,仮 に原告 らの主張す るよ うな損害が生 じるお それがあるとしても

,

,

「そ の損害を避 け るために他 に適当な方法が な い」 とい うわけではない。

(5)本 件都市計画 の廃止手続 の義務付 けの可否

が 嵩上式か ら大深度地下方式 に変更 された こ とによ り,重 要な事実の基

(争 点⑤ )

礎 を欠 くこととなった上 ,外 環本線に係 る都 市計画 との関係 で一体性

(原 告 ら)

総合性 を欠 くものとな り)し か も,外 環 の 2は ,都 市 の健全 な発展 と秩

ア 被告 が本件都市計画を変更すべ き義務 を負 うこと
い

序 ある整備 を図るため必要 な ものではな く,適 切 な規模 で必要な位置に

都市計画法 21条 1項 は,都 市計画 区域 が変更 された とき,基 礎調査

配置 されてい るともい えな い など,都 市計画法 13条 1項 に違反す るも

等 の結果都市計画 を変更す る必要 が明 らかになつた とき,そ の他都市計

の となつている。

画 を変更す る必要が生 じた ときは,遅 滞な く都市計画 を変更 しなけれ ば

さらに,上 記 の とお り,外 環 の 2に 係 る都 市計画が同項に違反するこ

な らない と規定 してい る。

とは明 白であるところ,外 環本線 と外環 の 2は ,そ の 目的や 区域が重複

同項の趣 旨は,当 初前提 としていた都市計画区域が変更 された り,当

す るために密接不可分 の関係 にあることや ,平 成

19年 外環本線変更決

初 の都市計画 が前提 と していた事実が変化 した りした場合は,も はや 当

定 において外環本線 の構造形式 を大深度地下方式に変更 した 目的や経緯

初 の都市計画 に係 る事 業 を実施 して も 「都市 の健全な発展 と秩序 ある整

当該手続 において被告 が行 つた判断等 に鑑みれ ば,両 計画 の決定権者 で

備 を図 り,も つて国上 の均衡ある発展 と公共 の福祉 の増進 に寄与す るこ

あ る被告 において,外 環の 2に 係 る都市計画 を変更 しないで維持す ると

と」 (同 法 1条 )に はな らないため,都 市 の健全な発展等に資す るよ う

い う選択肢は残 されてお らず ,被 告 は,外 環 の 2に 係 る都市計画を変更

計画 の変更 をす べ きことを定めた もの と理解す ることができる。

す べ き義務 を負 つてい るとい うべ きである。

したがつて,都 市計画決定 自体に行政裁量が認 められ るとして も)裁

0

,

イ

,

被告が本件都市計画 の廃止手続 を とるべ き義務 を負 うこと

量権 の行使 の前提 となる事実の変化 によって都 市計画を維持す るこ とが

上記 アの とお り,被 告 は,外 環 の 2に 係 る都市計画 を変更す べ き義務 を

できなくな った場合は ,当 該都市計画決定を した行政庁 において,同 法

負 つているところ,そ もそ も,外 環 の 2は 構造形式 を嵩上式 とす る外環本

21条 1項 に基づ き,都 市計画を変更す べ き義務が生 じ,こ れ を変更 し

線 の収容空間であるこ とを主た る目的 としていた ところ,平 成

ない場合 には,当 該行政庁 の裁量権 の範囲の逸脱又 は濫用 とな る。

本線変更決定にお いて外環本線 の構造形式が嵩上式か ら大深度地下方式に

そ して,外 環 の 2に 係 る都市計画 は,昭 和 41年 に当初 の都市計画決

変更 されたため,外 環 の 2は そ の主たる 目的を失 った。また,外 環本線は

定が された後 ,地 域住民 らの反対運動に応 えてllE和 45年 に事実上凍結
され ,そ の後 ,約

年時点では,嵩 上式のままでは都市計画法 13条 1項 の規 定す る都市計画

利 を制限 し続 けてい る。

基準 に適合 しない状況にあったため,平 成 19年 外環本線変更決定 におい
,

てその構造形式 を大深度地下方式に変更せ ぎるを得 なかった ところ,よ り

外環本線 の構造形式が嵩上式であることを基礎 となる重要な事実 として

事業規模 の大 きな外環本線 で さえ地上部におい てはその犠牲に見合 う公共

19年 外環本線変更決定にお いて外環本線の構造形式

的必要性が認 め られな かつたのに,幹 線道路である外環の 2に その必要性

いた ところ,平 成

,

長年 の時 の経過 による社会経済的条件等の変化 によ り,遅 くとも平成 19

5o年 に もわた つて事業化 されずに区域内の住民 の権

また,前 記 2)の 原告 らの主張欄 の とお り,外 環 の 2に 係 る都市計画は

19年 外環

19年 外環本線変更決定において外

が認 め られ ることはあ り得 ない。 さらに,外 環 の 2に 係 る都市計画 を事業

る重要な事実 とす るものではな く,平 成

化 してその区域 内の住民 らを立 ち退かせて街 を破壊するのであれ ば,外 環

環本線 の構 造形式 が嵩上式か ら地 下式 に変更 され た として も,外 環 の 2に 係

本線 の構造形式 を大深度地下方式に変更 した趣 旨の大半を没去pし ,外 環本

る都 市計画が重要な事実 の基礎 を欠 くとい うことには な らない とい う点は

線 に係 る都 市計画 との間で,一 体性 ,総 合性 を確保することはできない こ

前記 2)の 被告の主張アの とお りである。 また,外 環 の 2に 係 る都市計画が

とになる上 ,大 深度地 下方式 とされ た外 環本線に掛 ける税金 が無駄 になる

外環本線 に係 る都市計画 との間で,総 合性 ,一 体性 を欠 くものではない こと

とい うことを意味 し,こ の よ うな判断 を行 う裁量が被告にある とは考 え ら

も,同 イの とお りである。 さらに,同 ウの とお り,道 路の必要性は自動車交

れない。

通 の機能 に限 られ るものではな く,外 環 の 2は ,幹 線街路 として他 の都市計

,

,

そ うすると,外 環 の 2に 係 る都市計画 について は,廃 止す る とい うity択

画道路 とのネ ッ トワー クを構成 し,交 通 を円滑化す る とい う既存の細街路 の

肢 しかなく,上 記 アの とお り,外 環 の 2に 係 る都 市計画 を変更すべ き義務

みでは果た され ない機能 を有 し,防 災等 の機能 を含 めて地 下化 された外環本

を負 う被告 は,外 環の 2に 係 る本件都市計画を廃止すべ く拘束 されてい る。

線 では果たすことができない機能 を有す ることか らす ると,外 環 の 2の 必要

そ して,被 告が,本 件都 市計画 の廃 止 義務 を履行 していないこ とは,平 成

性 が失われた とい うことはないか ら,外 環 の 2に 係 る都市計画は都市計画法

26年 11月 28日 の都市計画変更決定が された時点で も同様 である。

13条 1項 に違反す るものではな く,原 告 らの主張はその前提 を欠 くもので

(被 告)

いわ ゆる非申請型 の義務付 け訴 えの本案要件は,行 政庁 がその処分 をすべ

ある。
また,被 告は,平 成 17年 1月 に公表 した 「外環 の地上部の街路につい

きであることがその処分の根拠 となる法令 の規定か ら明 らかであると認 め る

て」で示 した外環 の 2の 在 り方 についての基本的 な二つの考 え

れ又は行政庁がその処分 を しない ことがその裁量権 の範囲を逸脱 し,又 はそ

市計画 の 区域を活用 して道路 と緑地 を整備」 「都市計画の 区域 を縮小 して車

の濫用 となる場合である。

道 と歩道 を整備」 「代替機能 を確保 して都市計画 を廃上」)に 基づいて,平

(「

現在 の都

そ して,裁 判所 が都市施設に関す る都市計画の決定又は変更 の 内容 の適否

成 20年 3月 に公表 した 「外環 の地上部 の街路 につい て〜検討 の進め方 」 で

を審査す るに当た っては,決 定内容 を成す諸事項 を定めることについ て,政

示 した検討 の視点 と検討 のプ ロセス によ り,「 交通 J「 環境」 「防災」 「暮

策的 ,技 術的な見地か ら行われ る都市計画決定権者 たる行政庁 の広範 な裁量

らし」 の各視点にお い て外環 の 2の 整備 に伴 つて予想 され る効果を示 した資

に委ね られてい ることを前提 として,そ の裁量権の行使について範 囲の逸脱

料 を作成 して公 表 し,外 環の 2の 必要性やその在 り方等について広 く意見を

や権限行使の濫用に当たるか否か が判断 されるべ きである。

聴 きなが ら具体的に検討 を進 めてい るとい う段階にある。そ して,外 環 の 2

この点,ま ず ,そ もそも,外 環本線 に係 る都市計画 と外環 の 2に 係 る都市

は,複 数 の地方公共団体 の区域 にわたる道路網全体を構成す る幹線街路 とい

計画は当初か ら別個の ものであ り,ま た,自 動車専用道路 である外環本線 と

う都 市施設 としての特性 ゆえに広域 に及ぶ多様な影響や区域内の住民や地方

幹線街路である外環 の 2は 道路 として の機能を異にす るもので あって,外 環

公共団体等の関係者 の多岐 にわた る意見の検討 の必要があることか ら,方 針

の 2に 係 る都市計画は,外 環本線 の構造形式が嵩上式 であることを基礎 とな

を定 めるまでには相 当長期間を要す ることはやむ を得 ない とい うべ きである。

しか も,都 市計画 を変 更す るには ,都 市計画決定 と同様に,都 市計画の案 の

規 定による公告が され ると,そ れか ら一定期 間経過後は,上 記の 区域 内

縦覧,都 市計画審議会 の議 を経なければな らないことか らす る と (同 法 21

の 土地を有償で譲 り渡そ うとする者 は,そ の予 定対価 の額等を都道府 県

17条 , 18条 ),被 告 が外環 の 2の 区域内の住民等 の意見を聴 き

知 事に届 け出なけれ ばな らな くな り,都 道府県知事等は届 出後一定期間

つつ具体的な検討 を進 めている現段階 において,被 告 が外環の 2に 係 る都市

内 の通知 によつて 当該 土地を予定対価 の額 で買い取 ることができるもの

計画を廃止 す べ く拘束 されている とは認 め られ ないか ら,被 告に対 して本件

とされてい るため (同 法 57条 ),原 告 らは,本 件土地 の有償譲渡につ

都市計画の廃止手続 を義務付 けることはできない。

い て も制限を受けてい ることになる。カロえて,原 告 らは,本 件土地 の収

条 2項 ,

(6)本 件各法律関係確認 の訴 えに係 る確認 の利益等の有無

(争 点⑥ )

(原 告 ら)

ア 本件各法律 関係確認 の訴 えの対象が法律上の争訟である こと

用 を受ける可能性 があ り,か つ ,建 築制限等 があるため,本 件不動産 を
「 しょ ぅと して も通常の取引の場合 の よ うな買手 を見つけること
他 に売去
が 困難になるとい う極 めて現実的で深刻 な制限 も受けてい る。

原告 らは,本 件都市計画決定 によつて権利 制限 を受けてお り,建 築制限

イ)次 に,土 地 の収用等 を受 けるべ き地位 に立た されてい ることの排除 を

等に よる不利益排除,土 地 の収用防止 を 目的に具体的な法的権利関係 の確

求 める場合 は,一 応 ,後 続す る都市計画事業 の認 可を待 つてその取消訴

認 を求 めてい るのであ るか ら,本 件各法律関係確認の訴 えが法律上の争訟

訟 等 を提起す ることが考え られ るものの,都 市施設に関す る都市計画は

であることは明 白である。

制度上必ず しも都市計画事業 として施行 しなけれ ばな らないわけではな

イ
例

本件各法律 関係確認の訴 え̲に は確認 の利益があること

く (土 地区画整理法 3条 の 4参 照),都 市計画法 59条 の都市計画事業

原告 らは,本 件都市計画決定が され たことによ り,外 環 の 2の 区域内

の認 可を受 けることな く都市計画を遂行す ることが可能 であるため,都

にある本件 土地の収用を受け るべ き地位 に立た されてい る。 また,都 市

市計画事業 の認可 に対 して抗告訴訟 を提起 し,そ の訴訟 において,都 市

施設 に関す る都市計画決定は ,そ れが告示 され ると,都 市計画施 設 の区

計 画決定が違法である として当該事業認 可が違法である と判断 された と

域内にお い ては,建 築物 の建築につ き,原 則 として都道府県知事 等 の許

して も,既 に工事が進捗 しているため公共の福祉 に適合 しないとして

可 を要す ることにな り (都 市計画法 53条 1項 ),ま た,都 道府県知事

事 情判決が され る可能性が大 きい。特 に,本 件都市計画決定については

等はいつで も,何 の要件 も必要 とせず に,同 法 55条 1項 の規定による

前記 の とお り,大 泉 」CT区 間について,都 市計画事業 の認可が されて

区域の指定 をす ることができるところ, この区域 内において行われ る建

事 業化が進 められ , さらに,練 馬 3キ ロ区間についても,事 業化 に向け

築物 の建築 については,同 法 54条 の規定にかかわ らず ,都 道府 県知事

た具体的な準備 のため ,平 成 26年 11月

等は同法 53条 1項 の規定す る許可を しない ことができるよ うにな るた

更 )決 定が されてお り,原 告 らの共有す る本件土地を事業地 とす る外環

め,原 告 らは,本 件土地上にある本件建 物 の建 て替えや増改築につ いて

の 2に ついての都 市計画事業 の認可 が された後 に,こ れ に対す る抗告訴

の備」
限を受 けてい ることになる。 さらに,同 法 55条 1項 の規定に よる

訟 を提起 し,そ の訴訟 において,本 件都市計画決定が違法 であるとして

区域 の指定 が され ,同 条 4項 の公告 が された ときに,同 法 59条 1項 の

当該事業認 可が違法であると判断 された として も,事 情判決がされ る蓋

,

,

28日

付けで都市計画 (変

然性が高い。

事者間の具体的な権利義務ない し法律 関係 の存否 に関す る紛争であって

,

また,本 件都市計画決定に伴 う同法 53条 1項 の規定す る建築物の建

かつ ,そ れが法律 を適用 す ることに よ り終局的に解決す ることがで きるも

築 の制限等 のため,本 件不動産 を他 に売却 しよ うとして も通常 の取引の

のに限 られ ,特 定 の者 の具体的な法律 関係 についての紛争 (法 律 の適用 に

場合 の よ うな買手を見つ けることが困難 になるとい う不利益につい ては

伴 う具体的な法律 関係 についての紛争 )が なければ,「 法律上の争訟Jで

,

後 にその適否を争 うことでその不利益 を排除す ることので きるよ うな後

はな く,裁 判所が審判す ることがで きる対象 とはな らない。

続 の行為 とい うものは考 え られ ない。

しかるに,都 市計画決定は個人 の権利義務 に対 して具体的な変動 を与 え

さらに,原 告 らが求め るものは,本 件都市計画決定に伴 う同項 の規定

るとい う法律上 の効果を伴 うもので はない ことか らす ると,本 件都 市計画

す る建築物 の建築 の制限等 によ る不利益を排除 し,か っ ,土 地の収用に

の違法確認 を求める訴え (請 求 の趣 旨(3》 や本件都市計画 の廃止手続 を と

よつて住 まいを奪 われない よ うにす ることであ り,そ のために,計 画 し

らな いこ との違法確認 を求める訴え (請 求の趣 旨(5)は ,当 事者 間の具体

ていない建築 申請 をしてその不許可処分について訴訟 を提起せ よとい う

的な権利義務 ない し法律関係 の存否 に関す る紛争ではなく,「 法律上の争

のはあま りにも迂遠であ り,諄 1底 有効適切 な訴訟形態 とは いえないか ら

訟」には当た らない。

,

建 築 申請不許可処分に対す る抗告訴訟は,い ずれ も本件各法律 関係確認

また,本 件不動産 について都 市計画法 53条 1項 の規定す る建築物 の建

の訴 えに係 る確認 の利益 を否 定す る理 由にはな らない。

築 の制限を受 けない地位 の確認 を求 める訴 え (請 求 の趣 旨(4)に ついて も

,

そ の一方 ,本 件都市計画決定は,そ こか ら派生す る上記 のよ うな法的

そもそ も,建 築物 の建築の許 可を要す る とい うことをもつて:直 接 的な権

効果 の基礎 となるものであ り,本 件各法律関係確認の訴 えにお い て各講

利制限が され てい るとはいえない し,都 市計画 自体が変更 され る可能性 も

求が認 め られれば,原 告 らの求 める土地の収用防止や建築制限等 による

あることな ども考慮すると,本 件建物 の建て替 え等 の具体的な建築物の建

不利益の排 除 が実現 され る。

築 の予定のない原告 らについては,い まだ同項 の規定す る建築物の建 築 の

したがって,仮 に本件者β
市計画決定に対す る抗告訴訟 が認 め られない

(勁

制限 を受 ける可能性 の ある立場 にあ るとはいえないか ら,同 項の規定す る

場合 ,原 告 らが本件土地 を収用 され るべ き立場 に立た され る ことや ,都

建 築物 の建 築 の制限を受 けない地位 にあることの確認 は,「 法律上の争

市計画法 53条 1項 の規定す る建築物 の建 築 の制限を受 けることを争 う
ために最 も有効適切な争訟方法 として ,公 法上の当事者訴訟 としての本
件各法律 関係確認 の訴 えについての確認 の利益 が認 め られ るべ きであるc
(被 告 )

訟」 に当た らない。
イ

本件各法律 関係確認 の訴 えには確認 の利益がないこと
都市計画法 53条 1項 は,都 市計画施設 の区域内における建築物の建 築
を一律に制限す るものではな く,こ れ を許可制 とす るもので あ り, しか も

,

ア 本件各法律 関係確認 の訴 えの対象は法律上の争訟ではない こと
司法権の行使 として裁判所が審判す ることができる対象 は,裁 判所法 3
条 にい う 「法律上の争訟」 に限 られ る ところ,「 法律上 の争訟」 とは,当

軽易 なものについては許可を不要 と した上 (同 項),移 転 ,除 去が比較的
容易 なものについては許可を しなければな らない とされてい る (同 法 54
条 3号 )。

この よ うな制度の内容か らす ると,同 法 53条 1項 の規定によ

る建築物の建 築 の制限は,都 市計画施設 の 区域内 の住民へ の直接的 な権利

市計画 の廃上 手続 をとるべ き義務 を負 つていないか ら,こ れ をとらない こと

制限をするもの とはい えない。

は何 ら違法ではない。

また,原 告 らには本件建物 の建て替 え等の建築物の建 築 の具体的 な予 定
はな く,具 体的な建築物 の建 築が不許可にな るのか どうかも明 らかでない
ので あるか ら,こ の段 階で同項に基づ く制限 を受 ける可能性が ある とは到
底 い えない。

(8)外 環 の 2に 係 る都市計画 の廃止義務違反 による不作為 の違法な公権力 の行
使 の有無 (争 点③)
(原 告上 田圭子)

前記(5)の 原告 らの主張 の とお り,外 環の 2に 係 る都 市計画は,外 環本線 の

さらに,原 告 らは,原 告 らの共有す る本件 土地 を事業地 とす る都市計画
事業 の認可が された段階で これに対す る抗告訴訟 を提起す る ことがで きる

構造形式が嵩上式か ら大深度地下方式に変更 された こ とに伴 つて重要な事実
の基礎 を欠 くこととなつた上 ,外 環本線 に係 る都 市計画 との関係で一体性

,

し,建 築制限について も,同 項の規定す る許 可 申請が不許可 とされた段 階

総合性 を欠 くこととな り,外 環 の 2に 係 る都市計画 自体 の必 要性 も認 め られ

で これ に対す る抗告訴訟 を提起する ことがで きるのであるか ら,本 件各法

ない ことか ら,被 告は,外 環 の 2に 係 る都市計画 を早急 に廃止すべ き義 務 を

律 関係確認 の訴 えは,紛 争 の成熟性 がな く,確 認 の利益 がない。

負 つてい る。

(7)本 件各法律関係確認 の訴 えにおいて確認 の対象 とな る公法上 の法律関係

「画 を廃止せずにその効力
に もかかわ らず ,被 告 は,外 環 の 2に 係 る都市書

53条 1項 の規

を存続 させてい るだけではな く,一 部では事業化 まで進 めているところ, こ

定す る建築物 の建築 の制 限,本 件都市計画 の廃 止 手続 をとらない ことの違法

の よ うな被告 の行為は,外 環 の 2に 係 る都市計画 の廃 止 義務 に違反す る不作

性)の 有無 (争 点⑦)

為 の違法行為である。

(本 件都 市計画 の違法性 ,本 件不動産につ いての都市計画法

(原 告 ら)

本件都市計画が違法なもので あることは,前 記(2)の 原告 らの主張欄 の とお

特に被告は,一 方で,承 継前原告を含む住民 に対 して外環本線の地下化 に
よつて住居の移転 の心配 がな くなつたかのよ うな説明 を しなが ら,他 方で

,

りであ り,ま た,本 件都 市計画決定が違法 ,無 効 な ものである以上 ,原 告 ら

外環 の 2を 外環本線 とは別個 の計画 として残存 し得 る とい う説明をして ,実

は,都 市計画法 53条 1項 の規 定す る建築物 の建築の制限を受 けない地位 に

際 には外環 の 2に 係 る都市計画 を廃止することな く推 し進 め ようとしてお り
,

ある。 さらに,前 記(5)の 原告 らの主張の とお り,被 告は本件都市計画 の廃止

このよ うな被告 の態度 は,い わゆる二枚舌的態度 とい うべ きものであつて

手続 を とるべ き義務 を負 ってい るのであるか ら,こ れを とらない ことは違法

被 告による外環の 2に 係 る都 市計画 の廃止義務違反は極 めて違法性が高い と

である。

い うべ きである。

(被 告 )

,

そ して,外 環 の 2に 係 る都 市計画が事業化 されれば ,承 継前原告は,最 終

前記(2)の 被告 の主張の とお り,本 件者F市 計画決定は適法にされ たもので あ

的に自らが所有す る本件不動産か らの移転 を余儀 な くされ ることは確実であ

り,本 件都市計画決定が適法で ある以上 ,原 告 らは都 市計画法 53条 1項 の

つたこ とか ら,外 環 の 2に 係 る都市計画を廃止 しない ことは,承 継前原告 と

規定す る建築物 の建築 の制限 を受けるべ き地位 にある。 また,被 告は本件都

の 関係 において違法 な公権力 の行使 に該 当す る。

したがつて,外 環 の 2に 係 る都市計画を廃 止せ ず に残 存 させ る不作為そ の
ものが ,被 告 の承継 前原告 に対す る違法な公権力 の行使であ ることは明 らか

￨万

円を下ることがない。

(被 告 )

である。

外環の 2に 係 る都市計画は承継 前原告が所有 していた本件 土地の区域にお

(被 告 )

い て事 業化 自体 が されてい なか つたのであるし,本 件都市計画決 定に伴 う都

本件都市計画決定は有効 であつて,被 告は外環 の 2に 係 る都市計画を廃 止

市計画法 63条 1項 の規定す る建築物 の建 築 の制限 も,公 共の福祉 による制

すべ き義務 を負 うことはな く,外 環 の 2に 係 る都 市計画 を廃上 しない ことが

限であるこ とか らすると,承 継前原告 について,慰 謝料 の支払 を もつて償 う

裁量権 の範囲の逸脱又 は濫用 に当た るわけで もない。被告 は ,平 成 19年 外

べ きほ どの損害は発生 してい ない。

環本線変更決定以降 も,外 環 の 2に 係 る都市計画 について,そ の必要性や在
り方 について広 く意見 を聴 きなが ら検討 を進 めているのであ って,被 告 に直
ちに外環の 2に 係 る都 市計画 を廃止すべ き作為義務 は発生 してい ない。
したがつて,原 告

(9)承 継前原告 の損害

00

都市計画法 53条 1項 の規定す る建築物 の建 築 の制限を理 由 とす る損失補

償 の要否 (争 点⑩)
(原 告

の主張は,そ の前提 を欠 くもの である。

ら)

ア 都 市計画法に基づ く制限について損失補償 をす べ き場合

(争 点⑨ )

憲法 29条 3項 は,私 有財産 は,正 当な補償の下に,こ れ を公共 のため

(原 告

に用 い ることができると定めて い る。

承継前原告は,外 環 の 2に 係 る都市計 画 が廃止 され ないた め,終 の棲家 と

この点 ,都 市計画法 53条 1項 の規定す る建 築物 の建 築の制限は,都 市

決めた愛着 の ある本件不動産 を奪われ るのではないか とい う不安 を抱いて生

計画 自体の公益上 の必要性が高い こと,収 用 され るまでの現在 の利用は認

活せ ざるを得 なかった。 また,そ れだけではな く,長 年にわたって承継前原

め られ てい ること,土 地が買収又は収用 され る際には,そ の土地が権利制

告を含む地域住民 の努力に よつて作 り出され ,成 長 させてきた地域を,こ の

限 を受 けてい ない もの として有する価額 の補償 を受けるごとができること

よ うな違法な都市計画 によって分断 ,破 壊 され るおそれ があ ることも,耐 え

な どか ら,原 則 として,社 会的 な受忍限度 の範囲内の ものであ り,特 男1の

難い 苦 しみであつた。 さらに,本 件都市計画決定 に伴 う都市計画法 53条

犠牲 には当た らず ,損 失補償は要 しない と解 されてい る。 しか しなが ら

1

,

項 の規定す る建築物の建築 の制限に よ り,承 継前原告 は本件建物 を自由に改

これが公共の利益 を理 由 として正 当化 され,損 失補償 を必要 とせず に権利

築す ることさえできな くな つていた。

者た る個人に対 してその受 忍を強い ることできるのは,そ の制限等が都市

この ように,承 継前原告は,被 告 による外 環 の 2に 係 る都 市計画の廃止 義
務連反 とい う不作為 の違法行為 によ り,本 件 土地 に対する財産 権 (憲 法 29
条 1項 ),本 件 土地に居住 し続 けるとい う居住 の権利

(憲 法

22条 1項 ),

計画の実現 を担保す るために必要不可欠 であ り,か つ,権 利者 に無補償 で
の制限を受忍 させ るほ どに合理的な理 由があ る場合 に限 られ る。
したがつて,①

制限が必要不可欠性 を欠 き違法 である場合 ,す なわ ち

違法 な公権力 の行使 を受けずに平穏 に生活す る権利 (憲 法 13条 )を 害 され

都市計画がその行政 目的に即 した意義 を失い,当 該都市計画 の根拠 とされ

てお り,こ れによつて被 った承継前原告の精神 的苦痛 を償 うための慰謝料 は

た特定の公共的必要性が消滅している場合や,② 都市計画について,他

,

の都市計画 の 目的 を本質的に阻害す る結果 を招 くため,そ の実施 が事実上
不可能な状態に至 ってい る場合 には,都 市計画決定 に基づ く制限であるこ

しないばか りか, この 目的を達成不可能 にす るほ ど矛盾 した内容である。
そ うす ると,外 環 の 2に 係 る都市計画 は,平 成

19年 外環本 線変更決定

とを理 由に損 失補償 を否定す ることはできず ,特 別 な犠牲 としてその損失

が された後は,①

が当然に補償 され るべ きである。

拠 とされた特定 の行政的必要性が消滅 してい るばか りか,②

イ 本件都市計画決定に伴 うIFD市 計画法 53条 1項 の規定す る建築物 の建 築
の制 限について損失補償が され るべ きで ある こと

そ の行政 目的に即 した意義 を失 い,都 市計画決定の根
計画の実施

が他 の都市計画 の 目的 な本質的に阻害す る結果 を招 くためそ の実施が事実
上不 可能な状態に至ってい る。

国及び地方公共団体は,都 市の整備 ,開 発その他都市計画 の適切な遂行

そ して,現 に,本 件都 市計画決定が されてい るため,外 環 の 2の 区域内

に努 めなけれ ばな らない とされてお り (同 法 3条 1項 ), この 「適切 な遂

に本件土地を共有す る原告 らは,同 項 に よ り本件 土地上 にある本件建物 の

行」 には適 時に事業に着手す ることも含 まれ るところ,都 市計画 の事業化

建て替え等が制限 され ている。また,現 在の建物 の規模 と同程 度の規模及

には時間を要す る との一般論 を前提 と してもなお,本 件都 市計画決定 が さ

び構造の建物 を再建 築す ることが許可 され る とはいって も,将 来,土 地建

れてか ら4o年 以

わたつて事業 に着手 され ることな く放置 されてい る

物が収用 され る可能性 があるのであればその よ うな再建築 を行 うことを決

とい うことは ,本 件都市計画決定に伴 う同法 53条 1項 の規定す る建築物

断す ることはできない し,仮 に建物を再建築 した としても,収 用時に補償

の建 築 の制限が量的に蓄積 され続 けることを意味す ると同時に,本 件都市

され るのは再建 築後の経過年数を考慮 した評価額 とな り,同 程度の住環境

計画決定段 階 にお ける外環 の 2に 係 る都市計画の必要性や 実現可能性 に関

の不動産 を取得す るには大幅 に不足す ることか らす ると,本 件都市計画決

す る計画権者 の見通 し,そ の後 の計画存続 の判断の合理性 に対 して極 めて

定に伴 う承継 前原告 に対す る土地利用上 の制限 の程度は軽微 であるとい う

重大 な疑間を投 げかけるもので あ り,外 環 の 2に 係 る都市計画 の根拠 とさ

ことはできない。 さ らに,本 件都市計画決定が されてい ることにより,そ

れた特定 の公共的必要性 が消滅 してい ることを推認 させ る ものである。

の事業化や土地収用 を待たずに,本 件不動産 の取 引価格 が下落 してい るこ

11に

また,外 環 の 2に 係 る都市計画がその行政 目的や計画の必要性 の大部分
を依存 していた外環本線 に係 る都市計画 については,平 成

19年 外環本線

変更決定によ り,そ の構造形式が大深度 地 下方式 に変更 されてお り,こ れ
によ り,外 環 の 2に 係 る都市計画はその基礎 となつた重要 かつ本質的な基
礎事実を事実上喪失 してお り,本 件都 市計画決定 の根拠 とされた特定 の公
共的必要性が消滅 してい ることは明 らかである。
さらに,平 成

19年 外環本線変更決定 による外環木線に係 る都 市計画の

とか らす ると,本 件都 市計画決定に伴 う建築制限等が受忍限度 を超 えるに
至っていることは明 らか とい うべ きであ る。
したがつて,本 件都市計画決定に伴 つて本件土地について建 築物 の建築
の制 限が され ているこ とについて,損 失補償が され るべ きである。
(被 告)

都市計画法 53条 1項 の規定す る建築物 の建築 の制限は,都 市計画施設の
区域内 にある不動産の所 有権 を有す る者 が当然 に負担すべ き内在的制約 に属

変更 の 目的は,「 沿道環境 に配 慮 し,移 転等 の影響 を極力小 さくす るた

す るものである ところ,都 市計画 の区域 に属 してい る土地 の所有者 は,同 法

め」 である ところ,外 環 の 2に 係 る都 市計画 は,上 記のよ うな 目的 と整合

54条 に定める基準の範 囲内で都道府県知事等 の許 可を得て,建 築物を建築

(建 て替 え)す

1

ることも可能である ことか らす ると,都 市計画決定による権

利制限の程度 は収用等 の場合 と同視すべ きほ どに強度 なものではな く都市計

前提事 実 にカロえて,証 拠及び弁論の全趣 旨によれば,次 の各事実 を認 めるこ
とがで き る (各 末尾括弧内記載 の証拠等 は,認 定に主 として用いた ものであ

画決定 に基 づ く建築につい ては損失補償 を要 しない。
また,外 環 の 2に 係 る都市計画が重要な事実の基礎 を欠 くこととなつてい
ないことゃ ,外 環 の 2に 係 る都市計画 が外環本線 に係 る都市計画 の 目的を本

は,前 に述べ たとお りである。

ア 昭和 41年 4月 22日
る議案 (第

,第

146回 者

審 が開催 され ,外 環 の 2等 に係

̀計

2044号 ),外 環本線 に係 る議案

(第

2045号 )及 び外環

本線 の附属街路 (昭 和 41年 当時の表記 は 「付属街路」 であったが,以 下

したがって,本 件都市計画決定 に伴 つて本件土地について建築物の建 築 の

「外 環附属街路」 とい う。 )等 に係 る議案 (第

制限が され てい ることについて,損 失補償は不要であ る。

2046号 。 以下,こ れ ら

の 3議 案 を併せて 「外環関係 3議 案」 とい う。)が ―括 して上程 ,審 議 さ

承継前原告 の損失 (争 点⑪ )

れ ,い ずれ も継続審議 となった。

(原 告 ら)

本件都市計画決定に係 る都市計画施設である外環の 2の 計画区域内では

上記の外環 の 2等 に係 る議案 (第

,

2044号 )は ,東 京都 における都市

建物の建 築 (新 築 ,改 築,増 築 ,移 転 )を しよ うとす る場合 には都知事の許

計画街路網の再検討 を行 った街路特別委員会 の報告 に基づい て,全 体で 2

可を必 要 とし,地 階 を有す る建築物 の建築は許可 され ない。 これは,本 件 土

580kmの

地 の所有者 であつた承継前原告 に とつてみると,本 来 は所有権 の権能 として

外環 の 2が 含 まれていた。 上記の都 計審 にお いて,被 告 の担 当者 は,外 環

保有 していたはず の地下使用権 を制限 されてお り,そ の反面 ,将 来的な収用

の 2等 に係 る議案 (第

,

都市計画街路 を 1490kmに 改めるものであ り,こ の 中に

2044号 )に ついて,「 外郭環状線 の 2と い うの

管理 のために,被 告が本件土地の地下を 目的 とす る (地 下)地 上権類似 の権

が追力日して ございます。 これ はのちほ ど申 し上げます外部環状線 に関連あ

利 を設定 して排他的にその使用 (管 理)を してい るもの と評価す ることがで

る道 路で ございます」 と説明 した。

きるか ら,本 件都市計画決定に伴 う建築制限等によつて被 つた承継前原告 の

上記 の外環本線 に係 る議案 (第

損失は,本 件 土地 の地下の利用 権 とい うこ とになる。

0で あ り,本 件 土地 の都市計画制限 の ない通常 の更地 として の正常価格は
万円であるか ら,補 償 され るべ き損失は
(被 告)

争 う。
当裁判所 の判断

2045号 )は ,東 京都都 市高速道路に

外環本線 を追加す るものである。

そ して,地 下を利用す るこ とがで きないこ とによる土地の減価率は 0.1

第3

る。 )。

(1)都 計審 にお ける審議

質的に阻害す るものではない こと,外 環 の 2の 必要性 が失われ ていない こと

CD

認定事 実

万 円 とな る。

上記 の外環附属街路等に係 る議案 (第

2046号 )は ,外 環本線 を作 る

に当たって,地 元へ のサ ー ビス道路 として,外 環本線の外側 に片側 の幅員

6mの 附属街路を作 ることとし,こ れ を都市高速道路附属街 路に追加す る
ことな どを内容 とす るものであった。
(以 上につ き,甲

イ 昭和 41年 5月

47,乙 13)
4日 ,第 147回 都計審 が 開催 され,外 環 関係 3議 案が

継続審議 となった。
ウ 昭和 41年 5月

(甲

8号 では どうしても足 らない。 この路線 はそれぞれ必要 な強化 を講 じます

48)

18日 ,第 148回 都計審が開催 され ,外 環関係 3議 案

けれ ども, さらに環状 8号 線 の外側 に環状 9号 ともい うべ き街路を どうし
て もも う一本は さむ必要 がある。そ うしてここにあわせて 自動車専用道路

が特別委員会 に付議 され た。
上記の都計審 において,被 告 の担当者 は,外 環本線 と外環の 2に ついて
「関連街路,あ るい は付属街路 とい うよ うな もの を設けま して,高 速道路

専用 地区 の 中を通 らぎるを得 ない ことに なったわ けで ござい ます 。」

だけをつ くるのでは な しに,地 元のサー ビスので きる道路 とも合 わせ てつ

「ど うしても環状線 をつ くらなければな らない とすれば
,一 番交通需要の

くるよ うな計画 を提案 してお るわけで ございます Jな どと説明 した。

発生地点につ くるのが 常識 で ござい ます。その発生地点 は環状 8号 とそ の

(以 上につ き,甲

工

昭和 41年 5月

,ほ か特別委員会

外側 の武蔵野,三 鷹 地域 にきめ られておる環状線 の間にある」などと説 明

23日 ,第 1回 東京都 市計画地方審議会議第 2044号

した 。 (乙

(以

下,同 特別委員会 を 「 2044号 ほか特別委員会 」 と

議案 についての説 明が された。
昭和 41年 5月
(甲

,

49,乙 14)

い う。 )に おいて,外 環 の 2等 に係 る議案 (第

オ

をつ くる必要がある,こ うい う判断 をいた したゎけでございま して,住 居

,

(甲

26日 ,第 2回

キ 昭和 41年 6月 3日

2044号 ),外 環関係 3

,第 3回 2044号

ほか特別 委員会 において,外 環

関係 3議 案 が一 括 して採決 され ,い ずれ も原案 に賛成す る者 が多数 であつ

29)

2044号

28)

た。
ほか特男1委 員会 が 開催 された。

(甲

52)

ク 昭和 41年 6月 6日

第

149回 都計審において ,外 環 関係 3議 案 が一

括 して採決 され ,い ずれ も原案 どお り賛成 多数で可決 され た。

51)

(甲

50,

乙 19)

力 被告首都整備局長 は,昭 和 41年 6月 1日 に開かれた衆議院建設委員会

(2)外 環 本線及び外環 の 2に 係 る昭和 41年 の各都 市計画決定

に参考人 として招致 され た際 ,外 環の 2に ついて 「今回 の外郭環状線 を含

ア 建設大臣は,昭 和 41年 7月

みます周辺区の街路計画の改定作業 とい うのは,全 般的な,マ クロ的 な都

30日 ,旧 都市計画法 3条 に基づ き,別 紙

市計画の改定作業 の一番最後 に残 され た もの」で あるとし,そ の改定作業

1都 市計画 目録記載 2(1)の とお り,東 京都 世 田谷 区鎌 田町を起点 とし,同

の方 法について 「20年 後 ,

区宇奈根町等 を経 由 し,東 京都練馬区大泉 町埼玉県界を終点 とする幅員 2

30年 後 の交通需要 を推定いた しま して,各

交通需要の発生時点 ごとに,こ の交通需要を処理 し得 るよ うな交通能力の

3m(た だ し,一 部幅員 が異 な る区間があ る。 ),延 長約 1万 8o60m

ある街路計画 を立て る」 ものであ ると説明 し,周 辺 の交通状況 につ い て

の外環本線に係 る都 市計画決定 を し,こ れ を告示 した (建 設省告示 第 24

「交通調査 の結果 によ ります と,環 状 6号 線 の外側 の周辺 区の交通 需要は

30号 )。
なお ,1日 都市計画法の規定上 ,都 市計画決定の内容 自体にはなっていな

急激 に増加 いた してお ります。 これは周 辺部の市街化が急激 に進んでお る

かつた ものの,外 環本線 の構造形式は嵩上式 (高 架式)と されていた。

のに比例 してふ えてお るわけで ございます。」 と述べ,道 路整備 の必要性

(以 上につ き,前 提 事実(3)ア )

の ある場所 と しては ,「 そ の各地区別 に一番交通 の発生地点 に近い ところ
に必 要な幹線道路 を補強す る必要がある,こ うい う意味 で環状 6号 , 7号

イ
,

建設大 臣は,上 記 アの外環本線に係 る都 市計画決定が され た 日と同 じ昭

和 41年 7月

30日 ,旧 都市計画法 3条 に基 づ き,別 紙 1都 市計画 目録記

臨時措置法 の規定に よって設 け られた委任命令 の一つである臨時特例は

イ

,

載 1(1)の とお り,東 京都世 田谷 区烏山町 2340番 地を起点 とし,東 京都

旧都市計画法及び 旧都 市計画法施行令 の特例 を規定す るもので あつたため

武蔵 野市吉祥 寺南町 4丁 目を経 由 し,東 京都練馬 区北大泉町 847番 地を

都市計画法施行令附則 2条 2号 の規定に よ り,都 市計画法が施行 され た 日

終点 とす る幅員 40m(た だ し,一 部幅員 の異なる区間がある。),延 長

と同 日である昭和 44年 6月

約 9650mの 外環の 2に 係 る都 市計画決定を し,こ れを告示 した (建 設
省告示第 2428号

)。

(前 提事実(3)イ

,

ウ 上記 イの外環の 2を 含む建設省 告示第 2428号 の都市計画決定 は,東
京都 内にお いて過去に決定済みであつた都市計画道路網について,お おむ
ね東京 23区 の環状第 6号 線 の外側の範囲を対象 に して再検討 を行 つた結

に廃止 された。

(4)都 市計画の凍結
建設大臣は,昭 和 45年

)

14日

10月

9日 の参議院建設委 員会 において,外 環本

線 に係 る都市計画を凍結す る旨の発言 を した。

(甲

11)

(5)外 環本線及び外環 の 2に 係 る昭和 61年 の各都市計画変更決定
ア

東京都知事は,昭 和 61年 1月

21日 ,別 紙 1都 市計画 目録記載 2(2)の

果 ,全 体で 2580kmの 都市計画道 路を 1490kmに 改 めるとい うこ

とお り,外 環本線 に係 る者卜
市計画 の変更決定を し,同 日,同 目録記載 1(2)

とを内容 とす るものであ り,こ の際,既 定の細道路について は,そ の一部

の とお り,外 環 の 2に 係 る都 市計画変更決定 し,こ れ らを告示 した (東 京

が補 助線街路 に組み入れ られたが,大 部分は市街地開発事業等 に委 ね るこ

都告示第 56号 )。

ととして廃 止 され た。

(甲

47,乙 13,乙 20,乙 24,弁 論 の全趣

イ

(前 提事実(5)ア

上記アの外環本線 に係 る都市計画変更決定は,外 環本線 について,関 越
道 か ら埼玉県境 までの 区間,延 長約

旨)
工 前記ア及 びイの各都市計画決定が され た時点 において,外 環の 2の 経路
は,外 環本線 の経路 と重なつてお り,そ の幅員は,外 環 の 2が

40m,外

,イ )

1160mに

つい ての構造形式を嵩上

式か ら堀割式に変更す るとともに,車 線 の数を 4車 線 か ら 6車 線 に変更 し
,

両側 に,植 樹帯のほか地域 のサー ビス道路 ,自 転車道,歩 行者道を設 けた

環本線 が 23mで あ り,外 環 の 2の 方 が外環本線 よ りも幅員 が広 く,外 環

それぞれ幅 20mの 環境施設帯 を設置 し,こ れに伴 つて,標 準幅員 を 23

の 2の 中に構造形式 を嵩上式 とす る外環本線 が包摂 され るよ うにな つてい

mか ら64mに 拡幅す るとい うものであ り,ま た,外 環 の 2に 係 る都市計

2,甲 22の 3,甲 23の 3,甲 24な い し 27,弁 論

画変更決定は,外 環 の 2に ついて ,外 環本線 の掘割式 に変更 された部分 と

た。

(甲

7の 4の

重な り合 う放射第 7号 線 (通 称 「目白通 り」)か ら補助第 230号 線 まで

の全趣 旨)

の 区間約 680mを 廃 止 す る とい うもので あった。

(3)都 市 計画法 の施行
ア

旧都市計画法は,現 行 の都市計画法が昭和 44年 6月 14日 に施行 され
たことによ り,同 日をもつて廃 止 され (都 市計画法附則 1項 , 2項 1号

,

都市計画法施行法 1条 ,都 市計画法の施行期 日を定める政令),外 環本線
に係 る都市計画及び外環 の 2に 係 る都市計画は,都 市計画法 の規定に よる
相 当の都市計画 とみな された (都 市計画法施行法 2条 )。

(前 提事実(4》

(甲

24)

なお ,上 記 アの外環本線 に係 る都市計画変更決定において,外 環本線 の
構造形式を基本的 に嵩上式 とす ることが正式に都市計画 の内容 とされた。
(前 提事実(5)ア )

(6)外 環本線 に係 る都市計画 の平成 4年 の変更決定
被告は,平 成 4年 6月 1日

,外 環本線 の関越道のイ ンター チ ェンジ部分

(東 京都練馬区大泉 5丁 目,同 区大泉学園町 4丁 目間)の 幅員 を変更す るこ

ンプメン ト (PI)方 式で話 し合 うことを目的 とし
くパブ リック・イ ンボノ

ととし,別 紙 1都 市計画 目録記載 2(3)の とお り,外 環本線 に係 る都市計画の

て,沿 線の 7区 市 の住民 と区市の担当者,国 土交通省 と被告の担当者で構

変更決定を し,こ れ を告示 した (東 京都 告示第 667号 )。

成す るPI外 環沿線協議会が設立され,平 成 16年 10月 までの間に 42

(前 提事 実 6》

回の協議会, 2回 の現地視察等が実施 された。

(7)平 成 19年 外環本線変更決定まで の経緯

(乙

3)

に開催 された第 8回 首都道路会議にお

工 被告都市整備局は,平 成 17年 1月 ,「 外環 の地上部の街路について」

いて ,外 環本線 の整備 について,地 下構造 を含 めて引き続 き検討 を行 うこ

と題するパ ンフレットを作成 し,そ の中で,外 環の 2に ついて,「 東京都

ととし,意 見交換,検 討 の場 を設 ける ことを決定 した。建設省 と被告は

では,改 めて現在の都市計画の内容を地域 の皆 さんにお示 しし,高 速道路

この決定 を受 けて設 け られた 「東京外 か く環状道路懇談会」 にお いて,外

の外環を地下化 した場合 の地上部の取扱いについて,今 後,皆 さんの意見

環本線 についての意見交換 ,検 討 を行 つた結果,道 路構造や地 上部 の在 り

を聴 きなが ら具体的な検討を進めてまい ります。」 とした上で,外 環の 2

方等 ,今 後地元 との話合いを進 めることができる計画案 の見通 しを得 たと

の取扱 いについて,①

して,平 成 9年 9月 頃 ,外 環本線 の道路構造 については,環 境保 全 ,ま ち

備 ,②

づ くり等 の観 点 か ら,地 下構造 (ボ ックス構造等)を 有力な案 とし,地 域

保 して都市計画を廃止 とい うこつの考え方 を示 した。

ア 建設省 と被告 は,平 成 6年

11月

,

イ

現在の都市計画の区域 を活用 して道路 と緑地を整

都市計画の区域 を縮小 して車道 と歩道 を整備,③
(乙

代替機能を確
6)

の利便性 ,ま ちづ く りの観点か ら他 の道路 との接続や地上部 の在 り方 など

オ 被告及び多摩地域の関係 28市 町は,平 成 18年 4月 ,多 摩地域におけ

について関係 自治体等 の意見を幅広 く聞きなが ら計画の具体化 を図ってい

る都市計画道路を計画的,効 率的に整備す ることを目的として,「 多摩地

くとい う方針 で進 めることを確認 した。 (乙 2)

域 における都市計画道路 の整備方針

国土交通省 関東地方整備局 と被告tll市 計画局は,平 成 13年 4月 ,「 東

京外か く環状道路 (関 越道〜東名 高速 )の 計画のたたき台〜幅広 い議論 の
ために〜 」 と題す るパ ンフ レッ トを作成 した。
上記パ ンフ レッ トでは,外 環本線 に係 る都 市計画について,沿 道環境ヘ

)1(平 成 18年

(第 二次事業化計画

多摩整備方針)を 策定,発 表 した。
平成 18年 多摩整備方針では,未 着手の都市計画道路を対象 とし,①
交通処理機能の確保,②
える道路網の形成 ,①

都市間ネッ トワー クの形成,③

バス交通を支

震災時における防災性の向上,⑤

良好な居住環

の影響 を考慮 し,現 計画を地下構 造 に変更す るとした上,外 環本線 を地下

境地区の形成,⑥

化 した場合 の地上部 の利用 につ い て,そ れぞれの地域の実情や地域の意向

整備やまちづ くりへの貢献,③

等 に合わせ て検討す るため ,公 園や歩行 空間を整備す る場合 ,バ ス路線な

の評価項 目として,そ のいずれかに当てはまるものを必要性のある道路 と

ど公共交通 を整備す る場合 ,幹 線道路 を整備する場合 ,住 宅,地 域 コ ミュ

して確認 しているところ,外 環の 2は ,こ れに当てはまるとして必要性が

ニテ ィを維持す る場合の四つのメニユー を示 した。

確認 されたものの,今 後 10年 間 (平 成 18年 度から平成 27年 度まで)

(以

上につ き,甲

ウ 平成 14年 6月

14の

1)

,外 環本線 について計画 の構想段階か ら幅広 く意見 を聴

大気汚染物質及び温室効果 ガスの排出抑制,⑦

拠点

環境軸の形成 の人つ を「必要性 の確認」

において優先的に整備すべ き路線には含まれてお らず,「 高速道路が地下
化 された場合に検討が必要な路線」 とされていた。

(以 上につ き,甲

4o,乙 7,乙 26)

力 被告 は,平 成 18年 6月 2日

置付 けられていることか ら,地 域分断等 が生 じない ょ う配慮 しつつ,外 環

,平 成 19年 外環本線変更決定に先 立って

,

当該決定に係 る都市計画 の案 の縦覧 を行 つたが, この縦覧 に係 る図書 の一
つ で ある都市計画の案 の理 由書では,外 環本線 に関する経緯や地域の状況

本線 と同様 ,周 辺 のまちづ く りも含 め,住 民 の意見 を聴 きなが ら取扱 いに
つい て検討 を進 めてい くとしていた。

,

ク 杉並区長は,平 成 18年

(甲

10月 10日

14の

2)

付けで,東 京都知事 に対 し,外 環

土木技術の進歩,環 境 へ の配慮 な どを総合的 に勘案 し,東 名 高速道路 か ら

本線 (世 田谷 区宇奈根か ら練馬 区大泉町までの間)の 事業 に係 る環境影 響

関越 自動車道 までの区間につい て,構 造形式 を嵩上式か ら地下式 に変更 し

評価準備書に対す る意見を提出 して い るところ,そ の 中で,「 地上部 の外

併せ て,土 地 の適正かつ合理的な利用 の促進 を図 るために立体的な範囲を

環 ノ 2に ついて は,青 梅街道

定め る等の都 市計画変更を行 うもので あ り,そ の際 ,起 点か ら終点までの

響評価準備書 の対象外 としています が,外 環本体 との関連 が深いため,こ

車線数 を 6車 線 とし,一 方で,外 環本線 に沿 つて東人道路 とのインターチ

の取 り扱い を保留 したまま環境影響評価 を し,事 業を進 めることには問題

ェンジ以南でかつ東名 高速道路 との ジャンクシ ョン以北の地表部に設 ける

が.あ ります。 地元住民や環境へ の影響 が大きい外環 ノ 2に ついて は,地 元

こととしていたおおむね幅員 6mの 外環附属街路の道路計画 を廃止す るも

住民及び当区の意見を十分 に尊 重す るよ う要望 します。」 と していた。

,

の とされていた。 (乙
キ

46,弁 論 の全趣 旨

)

(甲

国土交通省関東地方整備局 と被告都市整備 局は,平 成 18年 6月

京外 か く環状道路 (関 節道〜東名 高速間)

Ic周 辺の交通量予測 以外 には今回の環境影

97)

,「 東

また,武 蔵野市長は,平 成 19年 1月 10日 頃,外 環本線 の構造形式を

これ までに頂 いた ご意見 。ご

地下式 とする都市計画変更案についての東京都知事からの意見照会 に対す

提案 と計画の具体化 の検討等 における考え方」 と題する冊子 を発表 したが

,

る回答において,外 環の 2に ついて,沿 線地域の住環境保全の観点から
,

そ こでは,外 環本線 について,沿 線地域での移転や地域の分断へ の影響 な

現時点ではその整備の必要性は認識 しておらず,ま た,外 環本線 と一体の

どをできるだけ小 さくす るために,構 想段階では,極 力 ,大 深度地下を活

ものとして,外 環本線 に係る都市計画の変更に伴つて都市計画の変更が必

用す ることとした こと,大 深度 地下方式は,地 上にある建物 の移転 の必要

要であり,廃 止することを含め,計 画の方向性,検 討のプロセスを早急に

がないため,地 域分断 を最小限に抑 えることがで きること,高 架構造では

明らかにするように求 めていた。

都市計画上 のルー ト上の建物 は全て移転が必 要 とな るが,大 深度地 下方式

ケ 平成 19年 3月 ,第

(甲

19,弁 論 の全趣 旨

)

176回 都計審が開催 され,外 環本線 の構造形式 を

とす ることで,移 転 が必要 となるのは開削ボ ックス 区間の建物だけにな る

基本的に嵩上式か ら地下式に変更 し,車 線数を 6車 線に変更することなど

ことを説明 した上 ,外 環 の 2に ついては,こ れまで ,①

を内容 とする都市計画の変更に係 る議案が原案 どお り可決 された。

の区域 を活用 して道路 と緑地 を整備 ,②

と歩道 を整備,③

現在の都市計画

都 市計画 の区域 を縮小 して車道

上記の都計審 において,被 告の担当者は,外 環本線に係 る都市計画の変

代替機能を確保 して都市計画を廃止 とい うこっの考え

更に係 る議案は,沿 道環境を保全 し,移 転等の影響を極力少なくするため

,

方を示 して意見を聴いてきてお り,平 成 18年 多摩整備計画 において も

構造形式を嵩上式から地下式に変更するものであると説明 した上,外 環の

外環本線が地下化 された場合,そ の必要性について検討する路線 として位

2に ついて,高 速道路である外環本線の収容空間を来ねてい るものの,幹

,

線道路ネ ッ トヮー クを構成す る都 市計画道路で あ り,高 速道路 の外環本線

式 を地下式 に変更 した ことを踏 まえ,改 めて,現 在 の都市計画 の内容 を示

とは機能が異なると考 えて い ることか ら,三 つ の検討 の方 向性 を示 して住

し,地 上部 (外 環 の 2)の 取扱 いについて,意 見 を聴 きなが ら具体的な検

民 の意見な どを聴 いてい るが,外 環本線 の地 下化 とは別 に検討す べ き との

討 を進 めるとした上で,外 環 の 2の 取扱 いについて ,①

意見 もあるため,併 せ てtll市 計画変更案 を提 出す るとい うことはせず ,今

の 区域を活用 して道路 と緑地 を整備 ,②

後 ,外 環本線 に係 る都 市計画変更が決 まれ ば,住 民 の意見 を聞 きなが ら

と歩道 を整備 ,③

国及び関係 区市 と検討 を進 め,で きるだけ早期 に具体的な案 を取 りま とめ

方 を示 した。

,

てい きたい な どと説明 した。

ア

(平 成

19年 外環本線変更

(外 環 の

̀市

被告 は,平 成 19年 4月 6日 ,外 環本線 の構造形式 を基本的に嵩上式か

画 日録記載 2(4)の とお り,外 環本線 に係 る都市計画の変更決定 (平 成

19

(東 京外 か く環状道路)関 越道〜東名

2)に ついて,外 環本線 の構造形式 を嵩上式か ら地下式に変更 し
,

交通ネ ッ トワー ク等の観点か ら,そ の必要性や整備 の在 り方な どについて
広 く意見 を聴 きなが ら検討 を進 めてい くとい う考えを示 した。
ウ 被告都市整備局は,平 成 20年 3月

年外環本線変更決定)を し,こ れを告示 した (東 京都告示第 588号 )。

(甲

,

1)

,外 環 の 2に ついて,「 外環 の地上

部 の街路について 検討 の進 め方 Jと 題す るパ ンフ レッ トを作成 し,そ の

(前 提事実(7》

中で,平 成

19年 外環本線変更決定 にお いて外環本線 の構造形式 が基本的

外環附属街路 (東 人道路 以南 ,東 名高速道路 まで)は ,外 環本線 が 嵩上

に嵩上式か ら地下式 に変 更 され た ことを踏 まえ,今 後,環 境,防 災 ,交 通

式 であるこ とを前提 として ,外 環本線 の建設 に よって分断 され た接道 しな

点で,地 上部街路 (外 環 の 2)の 必要性や在 り方 につ い
暮 らしの四つの視′

い 土地や利用できない土地が生 じない よう沿道住民の利便に資す ることを

て ,広 く意見 を聴 きなが ら検討 を進 め,都 市計画に関す る被告 の方 針 を と

目的 として計画 された もので あったため,外 環本線の構造形式が嵩上式か

りま とめてい くとい う考 えを示 した。 (乙 9)

ら地下式に変更 され ることにより,そ の機能 が不要 となつた として,平 成

工

19年 外環本線変更決定 と同時に,都 市計画上廃止 され ることになっ たが

,

外環 の 2に ついては,廃 止や変更は行 われ なか った。

(甲

10の 3,乙

6,

弁 論 の全趣 旨

(9)平 成 19年 外環本線変更決定後 の外環 の 2に 関す る事実経過
被告都市整備局は,平 成

被告は,外 環 の 2に 関す る地域住民,地 ̲L部 街路沿線町会 ,商 店会等

,

,

区又 は市,国 土交通省 との話合 いの場 として,沿 線 区市 ごとに 「外環 の地
上部街路に関す る話 し合いの会 J(話 し合いの会)を 設置 し,平 成 21年
以降 ,武 蔵野市,練 馬 区及び杉並区にお いて,話 し合いの会 を開始 し,そ

)

ア

,「 外環

た こ とを踏 まえ,今 後 ,地 上部衡路 (外 環 の 2)に ついても,環 境 ,防 災

ら地下式に変更 し,車 線 の数 を 6車 線 に変更す ることとし,別 紙 1都 市計

イ

2)

高速 FH5Jと 題す るパ ンフ レッ トを作成 し,そ の 中 で,外 環 の地上部街 路

(8)外 環本線 に係 る平成 19年 の者 計画変更決定
決定 )

都 市計画の区域 を縮小 して車道

代替機能 を確保 して都市計画 を廃止 とい う二つ の考 え

被告は,平 成 20年 2月

イ

(以 上につ き,乙 8)

(甲

現在 の都市計画

19年 8月 ,「 外環 の地上部 の街路 につい て」

と題す るパ ンフ レッ トを作成 し,そ の 中で,同 年 4月 に外環本線 の構造形

71

れ ぞれ話 し合 いの会 を複数回 ,実 施 してい る。 (甲

46,甲 147,甲 150,甲 168の
乙 33な い し 37,乙 43,乙 44)

53の 1及 び 2,甲

1及 び 2,甲

169の

1

1な い し 3,

オ

国土交通省 関東地方整 備局 と被告都 市整備局は,平 成 21年 4月

ら同区東 大泉 2丁 目 28番 までの延 長

,「 東

京外 か く環状道路 (関 越道 〜東名高速 間)対 応 の方針」 と題す る冊子 を発

1a■

表 し,そ の 中で,外 環の 2の うちの大泉 」cT区 間につい て整備す る考 え
方 を示 した。

(甲

127)

10oom)幅

員 48mな い し 78

の 区間 (そ の時点における外環 の 2の うち最北端 に位置 し,関 越道の大

泉 ジ ャンクシ ョンに隣接す る区間。大泉 」cT区 間)に ついての都市計画
事業 である 「東京都市計画道 路事業幹線街路外 郭環状線 の 2」 について

,

力

外環本線 (関 越道 か ら東名高速道路 までの区間 16.2km)は

21年 5月

に事業化 され た。

(甲

93り

都市計画法 59条 2項 に基 づ き,施 行者 として,関 東地方整備局長 に対 し

,平 成

乙 47)

て都 市計画事業の認可の申請 を し,同 年 9月 7日 付 けで認 可を受け,同 月

国土交通大臣,東 日本 高速道路株式会社及び中 日本高速道路株式会社 は

,

平成 25年 11月 8日 付 けで,外 環本線 について,大 深度地下の公共的利

27日

に同法 62条 1項 に基 づ く告示が された (平 成 24年 関東地方整備

局告示第

335号)。

(前 提事実(9)ア

)

用 に 関す る特別措置法に基 づ く使用認 可 申請書 を所管大臣である国土交通

被告は,上 記都市計画事業の認可 申請 の理由について,「 本整備 によ り

大臣宛 てに提 出 したが,上 記 申請書では,外 環本線 を大深度地下に建 設す

外環道や 関越イ ンター, 日自通 りへ の アクセス性が向上す るな ど,本 地域

る理 由 として,地 上式の道路の場合 と比較 して ,土 地の改変 をできる限 り

の南北道路 ネッ トワー クが強化 され るとともに,歩 道や緑地帯の整備 によ

減 らし,ま た,自 動車か らの排 出ガス ,騒 音及び振動が沿道 に与え る影響

る良好 な都市環境 が創出 され る。 また,延 焼遮断帯 として地域 の防災性向

を最小限に抑 えることができること,大 深 度地 下を使用 し施工す ることに

上に寄与 す る」 としていた。

よ り,用 地取得や区分地上権設 定範囲 を極力小 さくすることがで きること
,

,

(甲

イ 武蔵野市長 は,平 成 25年 2月

107の
26日

1)

に開催 され た武蔵野市議会平成 2

特 に高度な土地利用 が図 られている東京都 内の既成市街地部 を通過す るた

5年 第 1回 定例会において ,外 環 の 2に ついて,そ の必 要性 を認識 してお

め,用 地取得や区分地上権設定範囲を極力小 さくして早期整備 を図 る必要

らず ,練 馬 区にお いて部分的な工事着手があった ことは極 めて遺憾 である

が あ ることが挙げ られていた。

(甲

140の

と述 べ た。

1な い し5)

また,国 土交通大 臣,東 日本高速道路株 式会社及び中 日本高速道路株式

(甲

157)

ウ 被告都市整備局は,平 成 26年 1月 ,「 練馬 区お ける外環 の地上部街路

会社 は,同 日付 けで ,国 上交通大臣及び東 京都知事 に対 し,外 環本線 に係

について

る都 市計画事業承認及び認可 申請書 を提出 したが ,上 記 申請書では,外 環

外環 の 2の 目白通 りか ら青梅街道 までの約 3kmの 区間 (練 馬 3キ ロ区

19年 において 大深度地下を活用 した立体的な

間)に ついて ,代 替機能 を確保 して都市計riを 廃止 する ことは,既 存道路

都 市計画 とされたのは,沿 線環境 へ の配慮 の観 点か ら,市 街 地への影響が

の拡幅が必要 とな り,沿 道 の土地利用 の状況な どを考慮す ると採用 す るこ

本線 に係 る都市計画が平成

最月ヽ
限になるよう配慮が された もので あるとされていた。

(甲

139の

1

ない し 11)

あ り方 (複 数案 )」 と題 す るパ ンフ レッ トを作成 し,そ の 中で

,

とは困難 であると考えているとした上,地 上街路の在 り方

し

18m),② 車道, 自転
車道,歩 道,植 樹帯を設置 した道路 (幅 員 22m),③ 車道 ,自 転車道
歩道 ,植 樹帯,緑 地帯を設置 した道路 (幅 員 40m)の 3案 を示 した。
て,① 車道,歩 道,植 樹帯を設置 した道路

外環 の 2の 一部事業認可等

(複 数案)と

(幅 員

,

ア

被 告は,平 成 24年 7月 18日

,東 京都練馬 区石神井町 8丁 目42番 か

(甲

135)

での 区間 (杉 並 ,武 蔵野 ,三 鷹 区間)に つ いては,引 き続 き,検 討 めプ ロ
セス に基づ き,広 く意見を聴 きなが ら検討 を進 める もの とし,都 市計画変

なお,練 馬 3キ ロ区間は,原 告 らが所有す る本件不動産 か ら,杉 並区を
間に挟み,約

1.5km離

れた場所 に位置 している。 (甲

32の 1及 び 2,

更 の対象外 とされてい る。
(以 上 につき,甲

弁論 の全趣 旨)
工

練馬区は,平 成 26年 2月

,「

「外環 の 2」 に関す る今後 の取組方針 J

力 被告 は,平 成 26年 9月 19日

,外 環 の 2に 係 る都市計画について,練

と題す る文 書を公表 したが,そ の 中で ,外 環 の 2に ついて ,区 内 の南北交

馬 3キ ロ区間 の幅員 を 22mに す るこ とな どを内容 とす る都 市計画 (変

通に資す る都市計画道路 である とともに,快 適 な都市環境 の創 出や延焼遮

更)案 を公告 し,同 年

断帯 の形成な どの環境面 ,防 災面な どの観点か らも重要な都市計画道路 で
あると考 えてお り,都 市計画の取扱 い を明確に した上で,早 期 に整備 を図

(乙

10月

3日 までの 2週 間 ,公 衆 の縦 覧 に供 した。

69)

キ 被告 は,都 計審 の議 を経た上,平 成 26年 11月 28日

,外 観の 2の 幹

るよ うに被告に要請 してい くとした上 ,そ の際には,車 道 は 2車 線 (片 側

線街 路放射第 6号 線か ら幹線街路放射第 7号 線 までの区間 (延 長約 437

1車 線)と すること,広 幅員 の歩道 と自動車道 を確保す ること,延 焼遮 断

0m)の 車線 を 2車 線 と決定す ること,東 京都練馬 区上石神井 1丁 目か ら

帯 としての機能 が発揮できる幅員 を確保すること,可 能な限 り緑化 を図 る

同区石神井町 8丁 目までの区間 (延 長約 2840m。 練馬 3キ ロ区間)の

62)

幅員 を 22mに 変更す ること,同 区上石神井 1丁 目,上 石神井 2丁 目及び

,練 馬 3キ ロ区間について

上石神 井 4丁 目各地内に面積約 5100ど の交通広場 を設置することとし

ことな どに配慮 す るように併せて被告 に要請 してい くとした。 (乙
オ

153,甲 154,乙 64,乙 65)

被告都市整備 局は,平 成 26年 5月 14日

,

幅員 22mの 道 路へ の都市計画変更手続 をす ることなどを内容 とす る 「外

て,都 市計画法 21条 1項 に基づき,別 紙 1都 市計画 目録記載 1(3)の とお

環 の地上部街路 (外 環 の 2)の 都市計画 に関す る方針 」を発表 し,こ れ に

り,外 環 の 2に 係 る都市計画の変更決定 を し,こ れ を告示 した (東 京都告

基づ き,tll市 計画変更素案 を作成 し,被 告は,同 年 6月

示第

,「 都市計画変更

素案 のあ らま し」及び 「練馬区にお ける外環 の地上部街路 について・これ
までの検討 の総括」 と題す る各パ ンフ レッ トを作成 した。

[J

1573号 )。

(甲

170,乙 69,前 提事実(9)イ

)

その他

ア 本件都市計画決定 に係 る都市計画施設であ る外環の 2の 区域内にあ る原
告 らの所有す る本件土地は,地 積 373

上記の各パ ンフ レッ トの説明によれ ば,外 環 の 2の 目白通 りか ら青梅街

55ぽ

の宅地であ り,第 1種 低

道までの 区間について,事 業 中の大泉 ジャンクシ ョン地域 (大 泉 」CT区

層住居専用地域 に指 定 された地域 にあ り,建 ぺ い率は 40%,容 積率は 8

間)及 び (仮 称 )青 梅街道イ ンター チ ェンジの整備 によ り地上部が改変 さ

0%と

れ る区間を除いて都市計画の 区域 を縮小 し (縮 小区間約 2840m),車

の高度制限が課 されてい るほか,最 低敷地面積は 120ぽ とされ,建 築基

線数は 2車 線 (片 側 1車 線 )と し,標 準幅員 は,道 路の基本的な機能 を確

準法 22条 及び 23条 によ り屋根や外壁 に不燃材料 を使 わなければな らな

保 した上で,歩 行者 ,自 転車 , 自動車の通行空間を構造的 に分 離可能 な 2

い とされてい る。 (甲

2mと す るもの とされて い るが,上 記 区間以南 の青梅街道か ら東ノヽ道路 ま

イ

されてお り,第 1種 高度地区に指定 された地域 にあるため,

15の 4,

10m

甲 102, 甲 128)

本件建物は,別 紙 2物 件 目録記載 2の とお り,そ の構造は木造ス レー ト

葺 2階 建て ,床 面積 は 1階 が 96.39ポ , 2階 が 52.65ポ である。
(甲

義務 を形成 し,又 はその範囲をllt定 す ることが法律上認 め られているもので

16の 3,甲 129)

あるこ とが必要 となる。

ウ 本件 土地の周囲は,低 層建物 を主体 とす る古 くか らの住宅地 であ り,標

(2)都 市計画事業 に関す る法令 の定め

準的な使用 は, 2階 建て程度 の 中規模 一般住宅 ,ア パー ト等 の敷地 であ り
,

やや古 い住宅等が多い。

(甲

32の 1,甲 86,甲 102,甲 141,甲

ア 都道府県又 は市町村 が,道 路等 の都 市施設 (都 市計画法
都 市計画事業 (同 法 4条

142,甲 152)

して整備 しよ うとす る場合 ,ま ず ,当

該都 市施設 を定めた都市計画の案 を作成 し,こ れを公衆 の縦覧に供 した後

工 東京都知事 は,本 件都市計画決定に係 る都市計画施設である外環 の 2の

2

15項 )と

11条 1項 )を

(同 法

17条 1項 ),都 市計画審議会 の議 を経 て都市計画 を決定 し

(同 法

区域内にお いて ,都 市計画法 55条 1項 の規定 による区域 の指定は行 つて

18条 , 19条 ),そ の 旨の告示 をす る

いない。 (弁 論 の全趣 旨)

定が された場合 で も,都 道府 県又 は市町村 は,都 市計画を変更す る必要が

(同 法

20条 1項 )。

都市計画決

オ 原告 らは,本 件不動産 の譲渡 を具体的に予定 しているわけで も,外 環 の

生 じた ときな どは,都 市計画変更の案 を公衆 の縦覧に供 した後,都 市計画

2の 区域内にある本件土地にお いて,建 築物 の建築 を具体的に予定 してい

審議会 の議 を経て都 市計画 を変更す る旨の決定をす る (同 法 21条 )。 そ

るわけでもない。 (弁 論 の全趣 旨)

して,都 道府 県又 は市町村が,当 該都 市施設に関する都市計画事業を施行
す る場合 (同 法 59条 ),そ の段 階 で ,当 該都市計画事業 について,収 用

本件無効確認 の訴 えについて

又 は使用の別 を明 らかに した事業地 ,設 計 の概要 ,事 業施行期間及 び資金

(1)抗 告訴訟 の対象 について
原告 らは,本 件都市計画決定が抗告訴訟の対象 とな ることを前提 と して

計画 とい う事業計画 の基礎的事項 を記載 した 申請書に より都市計画事業 の

,

行政事件訴訟法 3条 4項 所定 の無効等確認 の訴 え として,本 件無効確認 の訴

認可 の 申請 を し (同 法 60条 1項 ない し3項 ),国 土交通大 臣又 は都道府

えを提起 してい る。

県知事 の認可 を受 ける必要 が ある (同 法 59条 )。 国土交通大臣又 は都 道

この点,抗 告訴訟 は,行 政庁 の公権力 の行使 に関す る不服 の訴訟であ り

府県知事は,都 市計画事業 の認可を したときは,遅 滞な く,施 行者 の名称

行政庁 の処分その他公権力 の行使 に 当た る行為 を対象 として,そ の効力等 を

都市計画事業 の種類 ,事 業施行期間及 び事業地 を告示す るものとされてお

争 う訴訟 であ る (行 政事件訴訟法 3条 )。 そ して, ここでい う行政庁 の処分

り (同 法 62条 1項 ), この認可の告示が され る と,当 該都市計画事業 の

その他 公 権力の行使 に当たる行為 (以 下 「行政処分」 とい うことがある。 )

施行者 に対 して事業地内の土地を収用 し得 る地位 が付与 され る (同 法 7o

とは,公 権力 の主体たる国又 は地 方公共団体が行 う行為 の うち,そ の行為 に

条 1項 ,土 地収用法第 4章 )。

,

よって,直 接国民 の権利義務 を形 成 し,又 はそ の範 囲 を確定す ることが法律
上認 め られているものをい う。

イ

都市施設に関す る都市計画決定が されると,都 市計画施設の区域内にお
いて建築物 の建築 を しよ うとす る者は,原 則 として都道府県知事等 の許可

したがつて,本 件無効確認 の訴 えが適法であるためには,本 件都市計画決

を受 けなけれ ばな らない が´ 政令で定 める軽易 な行為等 については都道府

が,抗 告訴訟の対象 となる行政処分であること,す なわち,直 接国民 の権利

県知事等の許可を受 ける ことを要 しな いと されて い る (都 市計画法 53条

,

1項 )。 また,当 該建築物 が,階 数 が 2以 下で,か つ,地 階 を有せず ,主

を した者 に対 して届 出に係 る土地 を買 い取 るべ き通知 をした ときは,当 該

要構造部 が木造,鉄

造 , コンク リー トプ ロック造その他 これ らに類す る

土地について,都 道府県知事 等 と届 出を した者 との間 に届 出書に記載 され

構造 であつて,容 易 に移転 し,又 は除去す ることができる ものであ ると認

た予定対価 の額 に相 当する代金 で,売 買が成立 したものとみな され る (同

め られ る場合等 の一 定の場合 には,都 道府県知事等 は,同 項 の規定 による

条 3項 )。

fl・

許可 の申請 を許可 しなけれ ばな らない とされてい るが (同 法 54条 ),都
市計 画施設の区域 内の土地 でその指定 した ものの区域内にお いて行われ る

(3)都 市計画決定 の処分性について
ア

まず ,原 告 らは ,都 市施設 に関す る都市計画決定が され ると,都 市計画

建築物 の建築については,許 可 を しないこ とがで きる (同 法 55条 )。 さ

施設 の区域 内において建築物 の建築の制限や土地の有償譲渡 の制限が され

らに,都 道府県知事等 (同 条 4項 の規定 によ り,土 地 の買取 りの 申出の相

ることをもつて,都 市計画決定に処分性 が認 め られ ると主張す る。

手方 として公告 された者 が あるときはその者。以下,同 法 56条 1項 の適
用 に関 しては同 じ。 )は ,事 業予定地内の土地の所有者か ら,同 法 55条

しか しなが ら,都 市計画法 53条 1項 の規定す る建築物 の建築 の制限は

,

都市計画施課の区域内において建築物の建築をしようとす る者について

,

1項 によって建築物 の建 築 が許 可 され ない ときはそ の土地の利用 に著 しい

原則 として建築物の建築についての都道府県知事等の静可を受けなければ

支障 を来す こととなることを理 由 として,当 該土地 を買 い取 るべ き旨の申

ならないとするものであるところ,こ の制限は,特 定の個人に向けられた

出が あった場合においては ,特 別 の事情がない限 り,当 該 土地を時価 で買

ものではなく,一 般的に都市計画施設 の区域内の建築行為を都道府県知事

い取 るもの とされてい る (同 法 56条 1項 )。

の許可にかからしめるとい う抽象的な効果を持つ ものにすぎないか ら,都

ウ 都 市計画法 55条 4項 の規定 による公告が あった ときは,都 道府 県知事

市計画施設の区域内の土地所有者等の権利 を直接的,具 体的に制限するも

等 (同 項 の規定によ り,同 法 57条 2項 本文の規定による届 出の相手方 と

の とはいえない。 また,同 項ただ し書 1号 によ り,政 令で定める軽易な行

して公告 された者 があるときはその者。以下,同 条 の適用 に関 しては同

為等については同項本文の規定する許可を受けることを要 しない とされて

じ。 )は ,速 やかに,国 土交通省令 で定める事項 を公告す るとともに,国

いるほか,同 法 54条 により,当 該建築物が,階 数が 2以 下で,か つ,地

土交通省令で定めるところによ り,事 業予定地内の土地 の有償譲渡 につい

階を有せず,主 要構造部が本造,鉄 骨造,コ ンク リー トプロック造その他

て,同 法 57条 2項 か ら4項 までの規定による制限 があることを関係権利

これ らに類する構造であって,容 易に移転 し,又 は除去することができる

者 に周知 させ るため必要な措置 を講 じなければな らない (同 条 1項 )。 上

ものであると認め られる場合等の一定の場合には,都 道府県知事等は,同

記 の公 告 の 日の翌 日か ら起算 して 10日 を経過 した後 に同法 55条 1項 の

法 53条 1項 の規定による許可の申請を許可しなければならない とされて

規定 による指定が された区域 内 の土地 を有償 で譲 り渡そ うとす る者 は,原

お り,仮 に同項 の規定に違反 した者がある場合でも,土 地区画整理法 76

則 として,当 該土地,そ の予定対価 の額及び当該土地を譲 り渡そ うとす る

条 4項 の規定す るような原状回復等の命令がされた り,同 法 140条 の規

相手方等 を書面で都道府県知事 等に届 け出なければな らない (同 法 57条

定するような当該命令違反に対 し刑罰 が科 された りする仕組みにはなって

2項 本文 )。 上記の届 出があ つてか ら 30日 以 内に都道府 県知事等が届 出

いないことからして も,都 市計画法 53条 1項 の規定する建築物の建築の

鮨1限 が課 され ることを もつて ,都 市施設 に関す る都市計画決定が,直 接 当

各施設 の区域内の土地所有者の権利義務を形成 し,又 はそ の範囲を確定す

該都市計画施設 の 区域内の土地所有者等 の権利義務 を形成 し,又 はそ の範

るものであると認 めることはできない。

囲を確 定す るもの と認 めるこ とはできない。 さらに,都 市施設 に関す る都

そ うす ると,都 市計画決定 に伴 って同法 53条 1項 の規定す る建築物の

市計画決定 が されてか ら長期 間が経過 し,そ の結果 ,建 築制限が長期 間に

建築 の制限や同法 57条 の規 定す る土地の有償譲渡 の制限等 が生 じること

わたつて課 され る とい う結果 となった として も,こ れは都市計画決定が さ

を もつて,都 市施設に関す る都市計画決定の処分性 を認 め ることはできな

れた後の事情にす ぎず,同 項 の規定す る建 築物 の建築 の制 限が,都 市計画

い とい うべ きであ る。

施設 の 区域 内の土地所有者等 の権利 を直接的,具 体的に制限す るもの とは

イ

次 に,原 告 らは,tll市 施設 に関す る者

計画決定が され ると,都 市計画

̀市

い えな い とい う上記半り
断を左右す るものではない。 しかも,同 項 の規定す

施設 の区域内の土地の所有者等は,̀当 該土地 の収用 を受 け る地位 に立た さ

る建 築物の建築の制限については,同 項の規定す る許可の申講に対 して都

れ るか ら,都 市計画決定 には処分性 が認め られ ると主張す る。

道府 県知事等 による許否 の判断が され ることにな るか ら,同 項に基づ い て

この点,都 市施設に関す る都市計画決定は,都 市施設の整備 を目的 とし

建築物の建築 の制限を受 ける者 に対す る救済は,上 記 の許否 の判断に係 る

た都 市計画事業の手続 の一部 を構成す るもので あ り,都 市計画決定が され

処分 に対す る抗告訴訟の提起 を認 めれ ば足 りる と考 えられ る。

るこ とによ り,抽 象的 には都 市計画施設 の区域内 の土地が収用 され る可能

次 に,同 法 57条 の規定す る土地 の有償譲渡 の制限について も,そ もそ

性が生 じることは確 かである。 また,上 記 アで説示 した とお り,都 市施設

もそ の効力 は,都 道府県知事 によつて 同法 55条 1項 の規定による区域 の

に関す る都 市計画決定 につい ては,将 来の都市計画事業の 円滑な実施 を 目

法 57条

的 として,都 市計画法 53条 1項 の規定する建築物 の建築 の制限等 の効果

指定が され た場合に,当 該 区域 内において生 じるものであ り

(同

2項 ),都 市計画決定が され ることによつて直 ちに生 じるわけで はな く
,

上記 の 区域 の指定について特段 の要件 が定め られ ていないか らといって

,

が生 じる もの とされて い るこ とも確 かである。
しか しなが ら,都 道府県又 は市町村が道路等 の都 市施設 を都市計画事業

そ の指定に よつて生 じる効力 を都市計画決定 自体か ら生 じる効果である と

として整備 しよ うとす る場合 には,ま ず,同 法 11条 に基 づいて都市計画

解す ることはできないか ら,原 告 らの主張は失 当である。

において当該都市施設 を定めた上で,具 体的に事業を施行 しようとす る段

その他 ,原 告 らは,都 市計画施設 の区域内に土地を所有す る者は ,都 市

階 で,同 法 59条 に基 づい て都市計画事業 の認 可を得 る必 要がある。そ し

計画決定に伴 う建築物の建 築 の制限や土地の有償譲渡 の制限によ り,当 該

て,都 市計画事業 にお いては,都 市施設 に関す る都市計画決定が された段

土地 を他に売却 しよ うとして も通常 の取引の場合 の ように買手を見 つ ける

階 では,施 行者 に法的強制力 をもつた事業の施行権 は付与 されないため

ことが困難 となるとい う制限 を受けてい ると主張 す るが,現 にこの よ うな

都市計画施設 の 区域 内の土地 を当然に収用す る こ とができるわけではな く

制限に伴 う不利益があった と しても,こ れは上記 の建築物の建 築の制 限等

都市計画事業の認可の 申請 の 際に初 めて,収 用又は使用の別 を明 らかに し

に端を発す る事実上の ものに とどまるとい うべ きあ り,こ のよ うな不利益

た事業地,設 計 の概要 ,事 業施行期間及び資金計画 とい う事業計画の基礎

があ ることをもつて,都 市施設 に関す る都市計画決定が,直 接 当該都市計

的事項が明 らかに され′(同 法 60条 1項 ない し3項 ),都 市計画事業 の認

,

,

可が され ることに よ り,法 的強制力 を もつた事業の施行権が付与 され ,事

しか しなが ら,lFlえ ば,都 市計画事業 として土地区面整理事業が行 われ

業地 内の土地 を収用す ることができるよ うになるのであ り, この点で,土

る場合 ,① 都 市計画決定 ,② 事業計画決定を経て,③ 換地処分 に至る とこ

地区画整理事業において,事 業計画決定 が され ると,施 行者 に法 的強制力

ろ,施 行区域 内の権利者 は,仮 に② の事業計画決定を対象 と した抗告訴訟

をもつた事業の施行 権が付与 され,特 段 の事情がない限 り,ほ ぼ確実に施

の提起が認 め られな い とす ると,換 地処分等 を対象 とした抗告訴訟 に よ り

行区域内の宅地 の所有者等につ いて換地処分 が行 われることになることと

同決 定 の適法性 を争 うしかな く,そ の訴訟にお いて仮に違法が認 め られた

は異 なってい る。

としても,事 業全体 に著 しい混乱 を もた らす として事情判決 が され る可能

このよ うに,都 市計画施設 の区域内 の土地所有者等は,都 市計画決定が

性 も相 当程度 あるため,施 行区域内の権利者 の実効的な権利救済を図 るた

され たか らといつて,当 然 に都 市計画事業の手続 に従 つて土地の収用を受

めには,事 業計画決定 が された段 階で ,こ れ に対す る抗告訴訟 の提起 を認

けるべ き地位 に立た され る とはいえないか らi都 市計画決定が ,直 接 当該

める必要性があるのに対 し,都 市施設 に関す る都市計画事業 の場合 には

区域 内の土地所有者 等 の権利義務を形成 し,又 はその範囲を確定す るもの

①都 市計画決 定,② 都市計画事業 の認 可を経 て,③ 土地収用に至 るところ

と認 めることはできない。

事業地内の土地所有者等は,② の都市計画事業 の認可に対す る抗告訴訟に

,

,

しか も,前 記 の とお り,都 市計画事業 を施行す るためには,同 法 59条

よ り都市計画決定の適法性 を争 うことができるのであ り,こ の場合 におい

の規 定す る都市計画事業 の認可 を受 けることが必 要 とな り,こ れによって

て,任 意買収 によつて事業が遂行 され てい ることな どを理由に事情判決 を

事業地内の土地 の収 用 を受けるべ き地位 に立た され る土地所有者等 の救済

しなければな らない ような事態 が一般 的 に想 定 し得 るともい えないか ら

は,都 市計画事業 の認 可に対す る抗告訴訟の提起 を認めれば足 りると考え

都市計画事業 の認可に対する抗告訴訟 を認 めるだけでは事業地内の土地所

られ るか ら,具 体的な施行時期 も未定である都市計画決定 の段 階で抗告訴

有者等に対す る実効 的な権利救済が果 たされ ない とい うことはできない。

訟に よってその違法性 を争 うことを認 める必要はない とい うべ きである。

また,原 告 らは,都 市計画決定について,本 件都市計画決定 のよ うに一

ウ これ に対 し,原 告 らは,都 市計画 について は都 市計画事業 の認 可が され

部事業認可が された場合 には類型的に事情判決 が され る可能性が高 い か ら

ない まま土地 の任意買収等によつて事業 が遂行 され ることがあるため,都

都市計画決定 に対す る抗告訴訟 を認 めなけれ ば,都 市計画施設 の区域 内の

市計画事業 の認可に対する抗告訴訟 において,都 市計画決定 が違法である

土地所有者等 に対す る実効的な権利救済 が図れない と主張す るが,そ もそ

として当該事業認可が違法であると判 断 された として も,そ の間に土地の

も,あ る行政行為 について処分性が認 め られ るか どうかは,当 該行政行為

任意 買収等によつて 当該都市計画事業 が遂行 され た結果 ,事 業全体に著 し

自体 の客観的かつ抽象的な性質 の問題 であ り,こ れは当該行 政行為 が され

い混乱 をもた らす として事情判決が され る可能性 があるか ら,都 市計画決

た時点で判断 され るべ きものであるか ら,当 該行政行為がされた後 の事情

定 自体に対す る抗告訴訟 を認 めなけれ ば,土 地の収用を受 けるべ き地位 に

によって,処 分性 の有無 が左 右 され ると解す ることはで きず ,都 市計画決

立た され る都 市計画施設の区域 内の土地所有者等 に対す る実効 的な権利救

定の後に一部事業認 可が された ことに よ り,当 該都市計画決定の処分性が

済が図れない と主張す る。

認 め られると解す るのは困難 とい うべ きである。そ して,こ のことは,都

,

,

市計画 の一部につい て,事 業化 を前提 とした者F市 計画変更決定が された よ

3

うな場合 も同様 である。

原告 らは ,行 政事件訴訟法 3条 6項 1号 所定 のいわ ゆる非 申請型 の義務付

このよ うに,都 市計画 事業 の認可に対す る抗告訴訟にお いて事情判決 を
しなけれ ばな らない よ うな事態 が一般 的に想定 し得 るとはい えない以上

本件義務付 けの訴 えについて

けの訴 え として,本 件都 市計画 の廃止 手続 の義務付 けを求めているところ

,

前記 2で 判 断 した とお り,そ もそ も都 市計画決 定 自体 に処分性 を認 めること

,

実効的な権利救済のために都市計画決 定 を抗告訴訟 の対象 として取 り上げ

ができない 以上 ,都 市計画 を廃止す る決定 につ い て もまた ,処 分性 を認 め る

るのが合理的である とはいえない し,仮 に都市計画決定後 に一部事業認可

こ とが で きない とい うべ きであ る。仮 に原 告 らが求 め るもの が都市計画 の

が された り,事 業化 を前提 とした都市計画変更決定がされ た り,さ らには

「廃止手 続 」で あ った として も,都 市計画 の廃 上 の 手続 自体 に処分性 を認 め

任意 買収に よつて都市計画事業が進行 した りして,こ れ らの事情によつて

ることがで きない ことも明 らかである。

,

公法 上の法律関係 の確認 の訴 えに係 る確認 の利益が基礎付 け られ るとい う

そ うす る と,本 件義務付 け の訴 えは,抗 告訴訟 の対象 とな らない行政庁の

ので あれば,こ れ を活用す ることに よつて その実効 的な権利救 済を図る こ

行為 の義務付 けを求めるもの であ り,そ の余 の 点につい て判断するま で もな

とも可能であることか らす ると,都 市計画施設 の 区域内の土地所有者等 に

く,不 適法な訴 えとい うべ きである。

対す る実効的な権利救済 とい う点か らも,都 市計画決定 の処分性 を認 め る
必要性 を認めることはできない とい うべ きである。
工

本件 各法律 関係 確認 の訴 え について

(1)公 法上 の法律 関係 に関す る確認の訴 えにおける確認 の利益 について

そ の他 ,原 告 らは,都 市施設 に関す る都市計画決定について,そ の内容

原告 らは,行 政事件訴訟法 4条 所定 の公 法上の法律 関係 に関する確認 の訴

が具体的であ り,違 法性 の判断 が可能 であることを処分性が認 め られ るベ
き根 拠 として主張す るが,行 政行為 の処分性の有無 は,そ の行為 によつて

4

えとして,本 件都市計画 が違法で あることの確認 (請 求 の趣 旨(3》
,

,原 告 ら

が本件不動産について都市計画法 53条 1項 の規定す る建築物の建築 の制限

直接 国民 の権利義務 を形 成 し,又 はその範 囲を確定するこ とが法律上認 め

を受 けない地位 にあることの確認 (請 求の趣 旨(4》 ,及 び,被 告 が本件都市

られ ているか,あ るいは,実 効 的な権利救 済 のために当該行為 を抗告訴訟

計画 の廃 止 手続 を とらない ことが違法であることの確認 (請 求 の趣 旨(5》 を

の対象 として取 り上げ るのが合理的 であるか どうかによって判 断 され るベ

求 めている。

き もので あ り,原 告 らの主張す る都市計画決定の内容の具体性等は,そ の
処分性 を直ちに基礎付けるもの とは認 め られない。

(4)小 括
以上 によれば,本 件都市計画決定は,抗 告訴訟 の対象 となる行政処分 には
当た らないか ら,行 政事件訴訟法 3条 4項 所定の抗告訴訟 であ る無効等確認
の訴 えの対象 とす るこ とはできず ,本 件無効確認 の訴えは,そ の余の点につ
い て判 断す るまでもな く,不 適法 なもの とい うべ きである。

この点 ,公 法上の法律関係 に 関す る確認 の訴 えは,民 事訴訟にお ける確認
の訴 え と同様 ,即 時確定 の利益 があること,す なわち,当 事者間の紛争 が確
認判決 に よって即時に解決 しなければな らないほ ど切迫 して成熟 した もので
ある ことを必要 とするので あ り,即 時確定 の利益 を欠 く確認 の訴 えは,確 認
の利益 を欠 く不適法な訴 えとな るものである。

(2)本 件各法律関係確認の訴 えの確認 の利益について
ア

上記の即時確定の利益の有無 を本件各法律関係確認の訴 えについて検討

すると,以 下 の諸点に鑑 みれば,本 件各法律関係確認の訴 えは即時確 定 の

本件者S市 計画 の廃上が され なか つた ことについて,最 終的 な都市計画決

利益 を欠 くもの とい うべ きである。

定 ない し都 市計画の適法性 の問題 として争 うことがで きるのであ り,そ

本件各法律関係確認 の訴えにお いては,外 環の 2に 係 る本件都市計画

れ に よって土地の収用 とい う不利益 を回避す ることができることか らす

が都市計画法 13条 1項 の規 定す る都市計画基準 に適合す るか どうかが

る と,単 に本件都市計画決定が され てい る,あ るいは本件 都市計画 の廃

問題 とされ てい るところ,外 環 の 2に 係 る都市計画は,平 成 19年 外環

止 手続 が とられていない とい うだ けでは,原 告 らについ て ,事 後 の回復

本線変更決定にお いて外環本 線 の構造形式 が地 下式に変更 され る前後 か

が 困難 な不利益が生 じてい るとはい えず,本 件都市計画の廃 4「 手続 をと

ら,そ の在 り方 につい ての検討 が続 け られ てお り (認 定事実(7)(9ゝ

らな い ことの適法性 を確認 の訴えに よつて争 う切迫 した必 要性があると

l /1

[0),そ の間に,外 環 の 2の

うち,大 泉 JCT区 間について都市計画事

業 の認可が された り (認 定事実⑩ ア),練 馬 3キ ロ区間 の幅員 を変更す

認 めることはできない。
リ

る旨の都市計画変更決定が された りしてい ることか らす ると (認 定事実

ー方 ,原 告 らが本件不動産 につい て都市計画法 53条 1項 の規定す る
建 築物 の建築 の制限を受 けな い地位 にあることの確認請求 (請 求 の趣 旨

00キ ),外 環 の 2に 係 る本件都市計画は,現 時点において も,そ の内容

(4》

が変更 され る可能性が多 分にあ り,い まだ不確定な状態 にあるとい うこ

は確認 の利益 を基礎付 けることができるよ うな不利益がある とはいえな

とができる。

い し,具 体的に生 じる可能性 のある建築物 の建 築ができな い とい ぅ不利

につい ても,単 に建築物 の建築について許可を要す る とい うだけで

また,本 件各法律関係確認 の訴 えの うち,本 件都市計 画が違法であ る

益 について も,同 項 の規定す る建築許可 申請 の不許可処分 に対す る抗告

こ との確認請求 (請 求 の趣 旨(3)に ついては,本 件都市計画決定に係 る

訴訟 において,そ の不許可処分の適法性の前提 となる本件都市計画決定

都市計画施設である外 環 の 2の 区域内に本件土地 を共有す る原告 らは

の適法性 を含 めて争 うこ とができると解 され るか ら,単 に本件都市計画

∽

,

本件土地を事業地に含む都市 計画事業 の認可が された段階で,こ れに対

決定 に伴 つて 同項 の規定す る建築物 の建築 の制限が課 され ているとい う

す る抗告訴 訟 を提起 し,そ の 訴訟にお いて本件都市計画 の適法性 を争 う

だ けでは,原 告 らについて事後 の回復が困難 な不利益が生 じてい るとは

ことがで きるので あ り,そ れ によって本件土地の収用 とい う不利益 を回

い えない。 しか も,原 告 らにお いては,本 件土地にお いて建 築物 の建築

避す ることがで きることか らす ると,単 に本件都市計画決定が されてい

を具体的に予定 してぃ るわけではない こと (認 定事実01オ )か らす ると

るとい うだけでは,原 告 らについて事後 の回復 が 困難 な不利益が生 じて

本件不動産 について同項 の規 定す る建 築物の建 築 の制限を受 けない地位

い るとはい えず ,本 件都 市計画の適法性 を確認 の訴えに よって争 う切追

にあるか否かを確認の訴 えに よつて争 う切迫 した必要性が あると認 める

した必要性があると認 めるこ とはできない。 同様 に,被 告が本件都市計

こ とはできない。

画 の廃 止手続 をとらない ことが違法である ことの確認請求 (請 求 の趣 旨
(5》

につい ても,原 告 らは,本 件土地 を事業地 に含 む都 市計画事業 の認

可が された段 階 で,こ れ に対 す る抗告訴訟 を提起 し,そ の訴訟 において

,

国

そ の他 ,本 件都市計画決定に伴 う建 築物の建築の制限等 のため,本 件
不動産 を他 に売去口しょぅとしても通 常 の取引の場合 の よ うな買手を見 つ

,

けることが困難にな るとい う原告 らの主張について も,仮 にこのよ うな

イ

事情があつた として も,そ れは本件都市計画決定に伴つて事実上 ,一 般

(1)原 告

的,抽 象的に生 じた もの とい うべ きであるし,事 後 の回復 が困難 な不利

原告

の主張す る被 告 の違法行 為
は,外 環 の 2に 係 る都市計画 を早急 に廃止すべ き義務 を負 つ

益であるとまでは認 め られない。

てい るのにこれ を廃止 しない とい う被告 の不作為 の違 法行為により,承 継 前

これに対 し,原 告 らは,本 件都市計画決定に係 る都市計画施設で ある外

原告 において,精 神的苦痛 を被 つたため,国 家賠償 法 1条 1項 に基づ き,慰

環 の 2に ついて,大 泉 」cT区 間の都 市計画事業の認可が された り,事 業

謝料

化 を前提 と した練馬 3キ ロ区間の都 市計画変更決定が された りした こ とに

ていた と主張す る。

よ り,紛 争 の成熟性 が高ま ったか ら,本 件各法律 関係確認 の訴 えにつ いて
の確認 の利益 が認 め られ ると主張す る。

万円の損害賠償請求権及びこれに対す る遅延損害金請求権 を有 し

(2)都 市計画決定に関す る行政庁 の行為 の違法性 の判断基準
都 市計画法は,都 市計画基準 を設 け (同 法 13条 1項 ),都 市計画一般 に

しか しなが ら,外 環 の 2の うち,都 市計画事 業 の認可が された大泉 」C

つ き,国 土計画又は地方計画 (公 害防止計画 を含 む。 )に 適合す るこ と,都

T区 間は,外 環の 2の 最北端に位置 し,関 越道の大泉 JCTに 隣接す る区

市の健全 な発展 と秩序 ある整備 を図るために必要 な ものを一 体 かつ総合的 に

間であ り (認 定事実10ア ),ま た,都 市計画 変更決定がされ た練馬 3キ ロ

定め るべ きこと,自 然環境 の整備又は保全 に配慮す べ きことな どを定めた上

区間は,原 告 らが所有す る本件不動産 か ら,杉 並 区を間に挟み ,約

1.5

),個 別 の都市計画についての規定 を置いてお り,都 市施設 に

(同 項柱書 き

),上 記都 市計画変更

つい ては,土 地利用 ,交 通等の現状及び将来 の見通 しを勘案 して適切 な規模

決 定に当た り,練 馬 3キ ロ区間以南 の青梅街道 か ら東ノ
ヽ道 路 までの 区間

で必要 な位置に配置す ることによ り円滑な都市活動 を確保 し,良 好なtFS市 環

k lu離 れた場所に位置 してい ること (認 定事実10ウ

(杉 並 j武 蔵 野,三 鷹 区間)に ついては,引

き続 き広 く意見 を聴 きなが ら

境 を保 持するように定 めることな ど (同 項 11号 )を 規定 しているところ

,

検討 を進 めることとされ,都 市計画変更 の対象外 とされたこ と (認 定事実

これ らの規定は,都 市計画 の 目標 となる事項や ,策 定に当た り考慮す べ き要

α
Oオ )か らす ると,上 記の都市計画事業 の認 可や都市計画変更決 定が され

素 を挙 げるにとどまってお り,そ こか ら都市計画 の 内容 を直ちに導き出す こ

た ことに よ り,本 件各法律関係確認 の訴 えについて,紛 争 の成熱性が高ま

とは困難である。

りRll時 確定 の利益が生 じた と認 めるこ とはできない。

そ して,都 市施設 の規模 ,配 置等に関す る事項 を定めるに当たつては,当

したがつて ,原 告 らの上記主張は採用す ることがで きない。本件各法律

該都 市施設に関す る諸般 の事情 を総合的 に考慮 した上で,政 策的,技 術的 な

関係確認の訴 えについ て確認の利益 が ある とす る原告 らのそ の余 の主張 も

,

見地 か ら判断す ることが不可欠 であるといわ ざるを得 ない ことか らす ると

,

これ まで説示 した ところに照 らせば,い ずれ も採用す ることがで きない。

(3)小 括
以上によれば ,本 件各法律関係確認 の訴 えは,確 認 の利益 を欠 くもの とし
て,不 適法な訴 えとい うべ きであ る。
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本件 国家賠償請求の訴 えについて

都 市施設に関す る都市計画 の決定 (都 市計画 を変更す る決定を含む。 )に つ
いては,そ の内容について,行 政庁の広範 な裁量に委ね られているとい うベ
きであ り,裁 判所が当該決定 の内容の適否 を審査す るに当た っては,当 該決
定が裁 量権の行使 として され た ことを前提 と して,そ の基礎 とされた重要な
事実 に誤認があ ること等によ り重要な事実 の基礎 を欠 くこととなる場合 ,又

は,事 実に対す る評価 が明 らかに合理性 を欠 くこと,判 断 の過程において考

て特定の街路又はその一部分 のみ の整備 の必 要性 ,合 理性 の有無を論ず る

慮す べ き事情 を考慮 しない こと等によ り,そ の 内容 が社会通念 に照 らし著 し

こ とはできないか ら,特 定の地域につ いてた またま都市計画事業 が長期間

く妥 当性 を欠 くもの と認め られ る場合に限 り,裁 量権 の範囲 を逸脱 し又 はこ

にわたって実施 され ない結果 とな つた として も,当 該都市計画 が合理性 を

れを濫用 した もの として違法 となる とす べ きものと解す るのが相 当で ある。

欠 くに至 った とい うことはできない。 また,本 件都市計画決 定がされて以

都市計画決 定 の行政行為 としての適 法性 自体が上記 のよ うに判断 され るこ

降 の経過に鑑み ると (認 定事実 4)以 下),外 環 の 2に 係 る都 市計画の事業

とに加 え,国 家賠償法 1条 1項 にい う「違法」 とは,公 務員 が個別 の国民 に

化 には相当の時間を要す ることもやむ を得 ない とい うべ きで あ り,外 環 の

対 して負担す る職務上の法的義務 に違背 した ことをい うことか らすれ ば,都

2に 係 る都市計画決定 か ら現在 まで の間に長期間が経過 してい ることをも

市計画を廃上 しない とい う不作為 が国家賠償法 1条 1項 の適用上違法 と評価

つ て直 ちに,都 市計画 の決定について広 範な栽量権を有す る被告において

され るためには,都 市計画決定についての行政庁 の広範な裁量 を前提 として

外環の 2に 係 る都市計画を廃止すべ き ことが義務付け られた と認 めること

もなお ,都 市計画 を廃止すべ きことが明確 に義務付 け られ るよ うな事情があ

はできない。

,

ウ 次に,前 記 1の 認 定事実によれば,外 環本線に係 る都市計画 と外環の 2

る場合 に限 られ るもの と解す るのが相 当である。

に係 る都市計画 が整合性 を保 つた もの として都市計画決定が されていたこ

(3)本 件都市計画 を廃止する義務 の有無について

と (認 定事実(1)(2》 ,昭 和 61年 に,外 環本線 に係 る都市計画 の変更に

ア 原告 らは,外 環 の 2に 係 る都市計画決定が されてか ら長期間が経過 して

いることのほか,①

平成 19年 外環本線変更決定において外環本線の構

併せ て外環の 2に 係 る都市計画 も変更 されて い ること (認 定事実 5》

,多

造形式が嵩上式か ら地下式に変更 されたことによ り,外 環の 2に 係 る都市

摩地区における都市計画道路 を計画的,効 率的に整備するために策定 され

外環の 2に 係る都市計

た平成 18年 多摩整備 方針 では,外 環 の 2は ,高 速道路 が地下化 された場

画が,平 成 19年 外環本線変更決定において構造形式が地下式に変更 され

合 に検討 が必要な路線 とされていたこ と (認 定事実 7)オ )な どか らす ると

た外環本線に係 る都市計画 と一体性 ,総 合性 を欠 くに至ったこと,③

外環本線 と外環 の 2と は,そ の構造等 において,事 実上,一 体 の もの とし

計画が重要な事実の基礎を欠くに至ったこと,②

,

外

環 の 2が 都市の健全な発展 と秩序ある整備 を図るため必要なものではなく
,

適切な規模 で必要な位置に配置 されていない状態になっていることか ら
,

て計画 された もの と認 めるのが相当である。
しか しなが ら,そ の一方で,外 環本線 に係 る都市計画 と外環 の 2に 係 る

外環の 2に 係 る都市計画が都市計画法 13条 1項 に違反 しているとして

都 市計画は,別 個 の手続を経て決定 され たもので あ り (認 定事実 1)(2》

被告が外環の 2に 係 る都市計画を廃止する義務を負 うと主張する。

当然 のことなが ら,法 的に一体 の ものではない。 また,自 動車専用道路

,

,

しか しなが ら,ま ず,外 環の 2に 係 る都市計画決定か ら長期間が経過 し

(都 市高速道路)で ある外環本線 と幹線街路であ る外環 の 2と は,そ もそ

ていることについては,そ もそも都市計画事業は,そ の性質上,完 了まで

もそ の機能 が異なること,外 環 の 2に 係 る昭和 41年 の都市計画決定が さ

に長期間を要す るのはやむを得ない ものである上,道 路に関する都市計画

れ た当時の被告首都整備局長が,衆 議院建設委員会にお いて,外 環の 2に

では,一 般 に,全 体 としての道路網 の整備が必要 とされ,全 体と切 り離 し

ついて,東 京 23区 周辺 の市街化 に伴 い急増す る交通需要 を契機 とした同

イ

区域 での道路交通網整備 の検討 の結果 ,都 市計画街路 とされ た とい う趣 旨

カロえて ,原 告 らが指摘す るよ うに,人 口の減少 等 に より,外 環 の 2に 求

オ

の説 明を していること (認 定事 実(1)力 ),そ の他 ,昭 和 61年 の外環本線

め られ る自動車交通 の処理機能 の低 下を前提 として も,道 路 に関する都市

の変 更に伴 う外環 の 2の 一部廃 止は,外 環本線が当該部分にお いて堀割l式

計画 では,一 般 に,全 体 としての道路網 の整備が必要 とされ ,全 体 と切 り

と され ,外 環本線 の両側 に地域 のサー ビス道路等 を設けたそれぞれ 幅 20

離 して特定 の街路又 はその一部分のみ の整 備 の必要性 ,合 理性 の有無を論

mの 環境施設帯が設置 され ,標 準IIE員 が 23mか ら 64mに 拡幅 されたこ

ず ることはできない ものである し,幹 線道路 は自動車交通以外にも様 々な

とを理由 とす るものであ り,外 環本線 が地下化 された ことに よるものでは

機能 を担 うものであることか らす る と (認 定事 実 7)オ ),都 市計画 の決定

,外 環 の 2は 外環本線 の有 していない

等 について広 範 な裁 量権 を有す る被告 にお い て,外 環 の 2に 係 る都市計画

独 自の機能 を有す る道路であ り,外 環本線 の構造形式が嵩上式か ら地下式

を変更の余地 もな く直 ちに廃止 すべ き ことが明確 に義務付 け られた と認 め

に変 更 され たか らといつて,外 環 の 2に 係 る都市計画が明 らかに重要な事

るこ とはで きない。

な い ことな どす ると (認 定事実(5》

実 の基礎を欠 くに至 つた と認 めることはで きない し,都 市計画 の決 定等に

力

つい て広範 な裁量権 を有す る被 告にお いて,外 環 の 2に 係 る都市計画 を変
更 の 余地 もな く直ちに廃上す べ きことが明確 に義務付 け られ た と認 めるこ

確 に義務付 け られた と認 めるに足 りる証拠はない。

(0小 括
以上 によれ ば,被 告 において,外 環 の 2に 係 る都市計画 を廃止すべ きこと

とはできない。
工

さらに,前 記 1の 認定事実 によれ ば,外 環本線 の構造形式が嵩上式か ら

が明確 に義務付 けられ た とは認 め られ ない以上 ,被 告が この義務 を榔怠 した

地 下化 された理由が,環 境や土地収用 への配慮にあ ったこと (認 定事実
(7》

とい う不作為 の違法行為 を認 めることはできな いか ら,そ の余 の点について

は確かであるが,そ もそ も,外 環本線 の 目的は,飽 くまで,都 市高速

判断す るまで もな く,原 佳

道路 として (広 域 の)自 動車交通 に資す る とい うことにあ り (前 提事実(2ヽ
認定事実

1》

その他 ,被 告 にお いて,外 環 の 2に 係 る都市計 画 を廃止す べ きこ とが明

,環 境や土地収用 へ の配慮 は,外 環本線 の構造形式 を変更 し

た動機 であつて,構 造形式が地下式に変更 されたのは,外 環本線 の 目的 を
実現す るための手段が変更 され たにす ぎない ことか らす ると,外 環 の 2が

の本件国家賠償請求 の訴 えに係 る請求は

理由がない。
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本件損失補償 の訴えについて

(1)原 告
原告

の請求
は,都 市計画法 53条 1項 の規定す る建築物 の建築 の制限を

従 前の外環本線 の区域 と同 じ区域 の地「 部に作 られ るか らといつて ,外 環

原因 と して本件 土地の価格 が

の 2に 係 る都 市計画 が,上 記 の よ うな 目的 を有す る外環本線 に係 る都市計

超 える もので あ ったため,承 継前原告 にお いて,憲 法 29条 3項 に基づいて

画 との関係 で明 らかに総合性 ,一 体性 を欠 くもの と認 めることはできず

,

都 市計画の決定等について広範 な裁量権 を有す る被告にお いて,外 環 の 2
に係 る都市計画を直ちに廃止す べ きことが明確 に義務付け られた と認 める
ことはできない。

万円下落 してお り,こ れ が受忍限度 を

万円の損失補償請求権 を有 していた と主張す る。

(2)損 失補償の要否について
ア 承継前原告が所有 していた本件不動産 については,別 紙 1都 市計画 目録
記載 1(1)の 当初 の都市計画決定 の告示 が された昭和 41年 7月

30日 以降

,

建築基準法 (昭 和 43年 法律第 101号 による改正前 の もの)に よる建築

ウ

しか しなが ら,仮 に都市計画法 53条 1項 の規定す る建築物の建築の制

物 の建築 の制限が課 されてお り,都 市計画法が施行 された昭和 44年 6月

限が長期間にわた つた場合に損失補償 が必要 となるとい うことがあ り得 る

14日 以降は,上 記都市計画決定に係 る都市計画が同法 の規定に よる都市

としても,外 環 の 2に 係 る都市計画決定が されて から承継 前原告が死亡す

計画 とみ なされ ることになつたため,同 法 53条 1項 の規定す る建 築物 の

るまでの間の建築基準法 (昭 和 43年 法律第 101号 に よる改正前 の も

建築 の制限が課 され ていた。

の)44条 及び都 市計画法 53条 1項 の規定す る建築物の建築 の制限は

イ

,

この点 ,上 記 アの よ うな建築物の建 築 の制限がある とい うだけでは,一

昭和 41年 7月

30日

か ら平成 21年 5月

10日

までの約 43年 間である

般 に当然 に受忍すべ きもの とされ る制限の範囲 を超 えて特別 の犠牲 を課せ

ところ,前 記 1の 認定事実の とお り,①

られ た もの とい うことはで きず ,憲 法 29条 2項 を根拠 として上記 の制限

市計画により,第 1種 低層住居専用地域 とされているため,建 べい率は 4

に よる損失につ き補償請求 をす ることはできない もの と解 され る ところ

0%,容 積率は 80%と なり,第 1種 高度地区とされてい るため, 1 0 11rl

,

は,①

本件土地の所在する地域は,都

外環 の 2に 係 る都市計画が ,そ の都市計画決定が さ

の高度制限があること (認 定事実tJア ),実 際,本 件不動産の周囲は,低

れ てか ら 40年 以上 にわた って事業 に着手 され ることな く放置 され ている

層建物を主体 とする古くか らの住宅地であつて,高 度な土地利用が従来行

19年 外環本線変更決定 におい て外環本線 の構造形式が嵩

われていた地域ではなく,ま た,現 にそれが予定 されている地域であると

原告

こと,②

平成

上式か ら地下式に変更 され たことに より,外 環 の 2に 係 る都市計画 はその

は認 められないこと

基礎 とな った重要 かつ本質的な基礎事実を事実上喪失 し,そ の根拠 とされ

本件建物は,本 造 2階 建であつて, これを改築するのには,同 法 53条 1

た特定の公共的必要性が消滅 したこと,③

項ただし書 1号 ,都 市計画法施行令 37条 により,同 項本文の規定する許

外環 の 2に 係 る都市 計画は

,

),②

(認 定事実知ゥ

本件土地の上に現に存在する

外環本線 の構造形式が地下式 とされた 目的 と整合 しないばか りか ,こ の 日

可を受けることを要 しないこと,③

的 を達成す ることを不 可能 にす るほ ど矛盾 した ものであることな どか ら

項の規定による東京都知事による区域の指定が されてお らず

外環 の 2に 係 る都市計画は ,少 なくとも外環本線 に関する変更決定 が され

ェ),上 記のような本件建物 と同程度 の規模及び構造の建築物を再度建築

た平成 19年 4月 以降 ,決 定 自体がその行政 目的に1,し た意義 を失 い,当

することについては,同 法 54条 3号 により許可がされ るものと考えられ

該都 市計画決定 の根拠 とされた特定の行政的必 要性 が消滅 t′ てい るばか り

ることなどからすると,本 件土地に係 る建築物の建築の制限が約 43年 と

か,こ れ を実施す ることが他 の都市計画 の 目的 を本質的に阻害す る結果を

い う長期間にわたつていることを考慮に入れた としても,本 件土地につい

招 くためその実施が事実上不可能な状態に至 っているとして,外 環 の 2に

ての同法 53条 1項 の規定する建築物 の建築の制限による不利益をもつて

係 る都市計画決定に伴って本件 土地 に課 され る都市計画法 53条 1項 の規

承継前原告の特別の犠牲 とい うことはできない とい うべ きである。

,

定す る建築物 の建築 の制限 は,本 件 土地の所有者 であつた承継前原告に特

本件土地については,同 法 55条

1

(認 定事実tJ

,

また,原 告

は,都 市計画が意義を失 つていた り,実 現が不可能

別 の犠牲 を強 い るものであるか ら,憲 法 29条 3項 に基づ き,損 失補償が

になっていたりする場合 に,当 該都市計画決定による建築物の建築の制限

必要 であ ると主張す る。

が土地所有者等に特別の犠牲を課するものとして損失補償 を要すると主張

r

す るが,仮 に原告

件義務付けの訴え

の主張を前提 とした として も,前 記 5(3)ウ ,エ

にお いて説示 した とお り,平 成

19年 外環本線変更決定において外環本線

(3)な

(請 求の趣 旨(2》

(請 求の趣 旨(6》

及び本件損失補償の訴え

(請 求 の

る都市計画 について ,重 要 な事実の基礎 を欠 くことが明 らかに な つたとか

趣 旨(7》 に係 る各請求はいずれ も理由がないか ら,こ れ らを棄却することとし

外環本線 に係 る都市計画 との一体性 ,総 合性 を欠 くことが明 らかになつた

主文の とお り判決す る。

,

,

とはいえず ,外 環 の 2に 係 る都市計画が ,意 義 を失 ってい るとか ,実 現 が

東京地方裁判所民事第 2部

不可能にな ってい る とは認 め られない とい うべ きである。
その他 ,原 告

工

は,損 失補償を必要 とする理由として,1専 来の収

用 の可能性 に よる建築物 の建築 の ちゅ うち ょや取引価格 の下落 を主張す る

裁判長裁判官

増

田

裁判官

齊

藤

充

洋

裁判 官

佐

野

義

孝

稔

が ,こ れ らについて も,都 市計画施設の 区域 内に位置す る不動産 の所有権
を有す る者 は当然に負担 す べ き内在的制約 であ り,制 限の程度 は収用等 の

場合と同視すべきはどに強度なものではなく,一般的に当然に受忍すべき
もの とされ る制限の範囲を超 えて特男1の 犠牲 を課せ られた もので あ るとま
で認 めることはで きない。
そ うす ると,外 環 の 2に 係 る都市計画決定が されてか ら承継前原告が死

オ

亡す るまでの 間の本件不動産に関す る建 築基準法 (昭 和 43年 法律第 10

1号 による改正前 の もの)44条 及び都市計画法 53条 1項 の規定す る建
築物 の建築 の制 llnに よつて生 じた損失が,一 般的 に当然に受忍す べ きもの
とされる制限の範囲 を超 えて特別 の犠牲 を課せ られたもの とい うことは困
難 であるか ら,承 継 前原告 は,直 接憲法 29条 3項 を根拠 として上記の損
失 について補償 を請求す る権利 を有 していた もの と認めることはで きな い。

(3)小 括
以上に よれ ば,そ の余 の点 について判断す るまでもなく,原 告

の

本件損失補償 の訴えに係 る請求は理 由がない。
第4

(請 求の趣 旨

い し(5)は いずれ も不適法な訴えであるか ら, これ らを却下 し,原 告

の本件国家賠償請求の訴 え

の構 造形式が嵩上式か ら地下式に変更 されたか らといつて,外 環 の 2に 係

及び本件各法律関係確認 の訴え

結論
よつて,本 件訴 えの うち,原 告 らの本件無効確認 の訴え (請 求の趣 旨(1》

,本

(別 紙

1)

地表式の区間における鉄道等 との交差の構造
都

1

市

計

画

目

録

国鉄 中央線 と立体交差

次の(1)の 告示に係 る都市計画決定で,(2)及 び 3)の 各告示に係 る都市計画変更

私鉄西武新 宿線 と立体交差

決定で変更 された後のもの

私鉄西武池袋線 と立体交差

(1)昭 和 41年 7月 30日 付け建設省告示第 2428号

自動車専用道路 と立体交差

1箇 所

街路種別

幹線街路環状街路

幹線街路放射 6号 線 と立体交 差

番

号

外か く環状線 の 2

幹線街路三鷹都市計画道路 1・ 2・ 1号 線 と立体交差

起

点

世 田谷 区鳥山町

幹線街路 と平面交差 11箇 所

終

点

2340番 地
練馬区北大泉町 847番 地

平成 26年

主な経 由地

武蔵野市吉祥寺南町 4丁 目

幅

40m(た だ し,一 部幅員 76な い し40m, 58な
い し40m, 78な い し40mの 区間あ り
約 9650m

員

種

別

名

称
路線名

)

延

長

(2)昭 和 61年 1月 21
種

別

名

称
路線名

位

11月 28日

位

付 け東京都告示第 1573号

幹線街路

外郭環状線 の 2

置

日付 け東京都告示 第 56号

起点

世 田谷区北鳥山 5丁 目

幹線街路

終点

練馬 区東大泉 2丁 目

主な経過地

杉並区善福 寺 2丁 目

外郭環状線の 2

区

置

域
約 8970m

延長

起点

世 田谷区烏 山町

終点

練馬 区東大泉 2丁 目

構造形式

地表式

主 な経過地

杉並区善福寺 2丁 目

幅員

40m

区

域

延長
構

構

造

地表式の区間における鉄道等 との交差 の構造
約 8970m

京工電鉄井の頭線 と立体交差
東 日本旅客鉄道中央線 と立体交差

造
構造形式

地表式

西武鉄道新 宿線 と立体交差

幅員

40m

西武鉄道池袋線 と立体交差

二鷹都 市計画道路 3・ 2・ 2号 線 と立体交差

起′
点

世田谷 区鎌 田町

幹線街 路放射 6号 線 と立体交差

終点

練馬 区大泉町 1丁 目

幹線街路 と平面交差 10箇 所

主な経過地

世 田谷区宇奈根 町 ,喜 多見町,狛 江市 ,調 布市人間町

変更概要

二鷹市北野 ,武 蔵野市吉祥寺南町 ,杉 並 区善福寺,練

一部車線の数の決定

2車 線

(幹 線街路放射

6号 線 か ら幹線街路 放射 7号

馬 区関町 1丁 目,上 石神井 2丁 目,東 大泉 2丁 目

線まで 延 長約 4370m)
一 部幅員 の変更

40mか

ら 22mに (練 馬 区上石神井 1丁 目か ら練馬

区石神井町 8丁 目まで 延長約
交通広場 の設置

面積約

区

5100ポ

2840m)

約 1万

延長

8060m

造 (構造形式及び幅員 )

構

(練 馬 区上石神井 1丁 目,上 石神井

世 田谷区鎌 田町か ら練馬 区大泉町 4丁 目までの延長約 1万

2丁 目及び上石神井 4丁 目各地内)

2

域

区域

嵩上式 ,幅 員 23な い し30.51n

次 の(1)の とお り告示 された都 市計画決定で,(2)な い し(4)の とお り告示 された

練馬 区大泉町 4丁 目か ら練馬 区大泉町 1丁 目まで の延長約

各都市計画変更決定によ り変更 された後の もの

区域

(1)昭 和 41年

7月

路線番号

3o日 付 け建設省告示第 2430号

追加 す る部分

点

世 田谷 区鎌 田釘

終

点

練馬 区大泉町

埼玉県界

町,三 鷹市北野 ,武 蔵野市吉祥寺南町 ,杉 並 区善福 寺
練馬区関町 1丁 目,上 石神 井 2丁 目,東 大泉町
標準幅員

23m(た

長

約 1万

延

(2)昭 和 61年
種

別

名

称
路線名

位

置

1月

だ し,― 部 30.5mの 区間あ り)

変更内容

自動車 専用道路

都市高速道路外郭環状線

続馬区大泉町 4丁 目,大 泉町 5丁 目,大 泉学園町 4丁

外環本線 の 関越道 のインター チ ェンジ部分 (練 馬区大
泉 5丁 目,同 区大泉学園町 4丁 日間)の 幅員の変更

,

(4)平 成 19年 4月 6日 付け東京都告示第 588号
種

別

名

称

8060m

21日 付 け東京都告示第 56号

堀lll式 ,幅 員 64m

目及び大泉学園町 1丁 目各地内

世 田谷 区宇奈根 町 ,喜 多見 町,狛 江町 ,調 布 市人 間

主な経由地

1160mの

(3)平 成 4年 6月 1日 付 け東京都告示第 667号

外郭環 状線

起

69oomの

路線名
位

自動車専用道路

都市高速道路外郭環状線

置
起点

世田谷鎌 田 2丁 目

終点

練馬区大泉町 1丁 目

主な経過地

世 田谷区宇奈根 3丁 目,喜 多見 6丁 目,狛 江市東野川

4丁 目,調 布市人間町 2丁 目,三 鷹市北野 4丁 目,武

,

蔵野市吉祥寺南町 3丁 目,杉 並区善福寺 2丁 目,練 馬

(別 紙

2)

区関町南 1丁 目,上 石神井 4丁 目,東 大泉 2丁 目
区

約 1万

延長
構

8060m

造
車線 の数

6車

線

世 田谷区鎌 田 2丁 目か ら世 田谷 区宇奈根 3丁 目までの延長約 630m
嵩上式 ,幅 員 30m

世 田谷区宇奈根 3丁 目か ら練馬 区大泉町 4丁 目までの延長約 1万

70mの 区域

地下式,幅 員 40な い し 93m

練馬 区大泉町 4丁 目か ら練馬区大泉町 1丁 目までの延長約
の区域

62

件

目

録

在

地

番

地

目

地

積

2所

構造形式及び幅員 の内訳

の 区域

物

1所

域

宅地

在

家屋番号
種

類

構

造

居宅

床 面 積

1160m

堀割式 ,幅 員 64m

以上
以上

(男

(3)都 市計画法 11条 は,そ の 1項 1号 において,都 市施設 として道路を掲げ

り
氏3)
糸
関 係

1

そ の 2項 において,都 市施設につい ては,都 市計画に都市施設 の種類 ,名 称

法 令 の 定 め

,

,

都 市計画法 (大 正 8年 法律第 36号 )

位 置及 び区域 を定めるもの とす るとともに,面 積 その他政令 で定める事項 を定

都 市計画法 (大 正 8年 法律第 36号 。昭和 42年 法律第 75号 に よる改正前も

めるよ う努 めるもの とす る旨規定 してい る。

(4)都 市計画法 13条 は,そ の 1項 柱 書きにお いて,都 市計画区域 につい て定め

の。以下 「1日 都市計 画法」 とい う。 )3条 は ,都 市計画,都 市計画事業及 び毎年
度執行すべ き都市計画事業 は,都 市計画審議会 の議を経 て,主 務大 臣が決定を し

られ る都市計画 は,国 土形成計画 ,首 都 圏整備計画,そ の他 の国土計画又は地

内閣 の認可 を受 けなけれ ばな らない 旨規定 していた。

方計画に関す る法律に基 づ く計画

,

2

建築基準法 (昭 和 25年 法律第 201号 )

(当

該都市 について公害防止計画が定め られ

てい るときは,当 該公害防止 計画を含む。 )及 び道路 ,河 川 ,鉄 道 ,港 湾 ,空

建築基準法 (昭 和 43年 法律第 101号 による改正前の もの)44条 2項 は

港等 の施設に関す る国の計画に適合す るとともに,当 該都市 の特質 を考慮 して

都市計画 として決定 して内閣の認可を受けた計画道路 (同 法 42条 1項 4号 に該

同項 1号 ない し 19号 に掲 げるところに従 つて,土 地利用 ,都 市施設 の整備及

当す るものを除 く。)内 においては,次 の①及 び② に該 当す る建築物 で,容 易に

び市街地開発事業に関す る事項で 当該都市 の健全 な発展 と秩序あ る整備 を図 る

移転 し,又 は除却す るこ とができるもので なければ,建 築 してはな らない旨規定

ために必 要な ものを,一 体的 かつ総合的に定 めなければな らない 旨,同 項 11

していた。

号前段 において,都 市施設 は,土 地利用 ,交 通等 の現状及び将来 の見通 しを勘

,

①

階数 が 2以 下で,か つ ,地 階を有 しない こ と。

案 して,適 切 な規模 で必要な位 置に配置す ることによ り,円 滑な都市活動 を確

②

主要構造部が木造 ,鉄 骨造 ,コ ンク リー トプ ロ ック造その他 これ らに類す

保 し,良 好な都市環境 を保持す るよ うに定める旨,同 項 19号 において,同 項

る構造 であること。

3

,

都市計画法 (昭 和 43年 法律第 100号 )

(1)都 市計画法 4条 は,そ の 5項 において,同 法にお いて 「都 市施設」 とは,都
市計画において定め られ るべ き同法 11条 1項 各号に掲 げる施設 をい う旨,そ
の 6項 において ,同 法におい て 「都市計画施設」 とは,都 市計画にお いて定め
られ た同法 11条 1項 各号に掲げる施設をい う旨,そ れぞれ規定 している。

1号 か ら 18号 まで の基準 を適用す るについては,同 法 6条 1項 の規定 による
者Б
市計画 に関する基礎調査 の結果に基 づ き,か つ ,政 府 が法律 に基づ き行 う人
口,産 業 ,住 宅,建 築 ,交 通 ,工 場 立地その他 の調査の結果につ いて配慮す る
旨,そ れぞれ規定 している。

(5)都 市計画法 14条 1項 は,者 S市 計画 は,国 土交通省令 で定める ところに よ り
,

総括図,計 画図及び計画書 によって表示す るもの とす る旨規定 している。

(2)都 市計画法 6条 1項 は,都 道府県は,都 市計画区域 について,お おむね 5年

(6)都 市計画法 15条 1項 は,一 の市町村 の区域 を超 える広域 の見地か ら決定す

ご とに,都 市計画 に関す る基礎調査 として ,国 上交通省令で定める ところによ

べ き地域地区 として政令で定めるもの又は一の市町村 の 区域 を超 える広域の見

り,人 口規模 ,産 業分類別 の就業人 口の規模 ,市 街地 の面積 ,土 地利用,交 通

地か ら決定すべ き都 市施設若 しくは根幹的都市施設 として政令 で定めるものに

量その他 国土交通省令 で定め る事項 に関す る現況及 び将来の見通 しについての

関す る都市計画等は都道府県が,そ の他 の都市計画は市町村が定 める旨規定 し

調査 を行 うもの とす る旨規定 してい る。

てい る。

(7)都 市計画法 17条 は,そ の 1項 において,都 道府県又は市町村 は,都 市計画

その他都市計画を変更する必要が生 じたときは,遅 滞な く,当 該都市計画を変

を決定 しよ うとす る ときは,あ らか じめ,国 土交通省令で定める ところによ り

更 しなければならない旨,そ の 2項 前段において,同 法 17条 から 18条 まで

そ の 旨を公告 し,当 該都市計画の案 を,当 該都市計画を決定 しよ うとす る理 由

及び 19条 及び 20条 の規定は,都 市計画の変更

を記載 した書面を添えて,当 該公告 の 日か ら 2週 間公衆 の縦覧に供 しなけれ ば

項並びに 19条 2項 及び 3項 の規定については,政 令で定める軽易な変更を除

な らない 旨,そ の 2項 において,同 条 1項 の規定による公告があ った ときは

く。)に ついて準用する旨,そ れぞれ規定 してい る。

,

,

関係市町村 の住民及 び利 害関係人は ,同 項 の縦 覧期間満了の 日までに,縦 覧 に

②

(17条 , 18条 2項 及び 3

都市計画法 53条 1項 は,そ の本文において,都 市計画施設の区域又は市街

供 された都市計画 の案 について,都 道府県 の作成に係 るものに あ っては都道府

地開発事業の施行区域内において建築物の建築を しよ うとする者は,国 土交通

県に,市 町村 の作成に係 るものにあ つては市 町村に,意 見書 を提 出す ることが

省令で定めるところにより,都 道府県知事

できる旨,そ れぞれ規定 してい る。

長。以下 「都道府県知事等」とい う。)の 許可を受けなければならない旨,そ

(8)都 市書十画法 18条 1項 は,都 道府 県は,関 係市町村の意見を聴 き,か つ ,都
道府県都 市計画審議会 の議 を経て ,都 市計画 を決定す るもの とす る 旨規定 して

該市の

のただ し書において,政 令で定める軽易な行為 (1号 )等 については,こ の限
りでない 旨,そ れぞれ規定 している。

(3)都 市計画法 54条 は,都 道府県知事等は,同 法 53条 1項 の規定による許可

い る。

(9)都 市計画法 19条 1項 は,市 町村 は,市 町村都市計画審議会

(当 該市町村 に

の 申請があった場合において,次 のいずれかに該 当す るときは,そ の許可をし

市町村都 市計画審議会 が置かれてい ない ときは,当 該市町村 の存す る都道府県

なければならない旨規定 してい る。

の都道府 県都市計 画審議会)め 議 を経 て,都 市計画 を決定す るもの とする旨規

①

定 してい る。

[0

(市 の区域内にあつては,当

当該建築が,都 市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画の うち建

築物 について定めるものに適合するものであること。

都市計画法 20条 は,そ の 1項 にお いて,都 道府県又は市町村 は,都 市計画

当該建築が,同 法 11条 3項 の規定により都市計画施設の区域について都

②

を決定 した ときは,そ の 旨を告示 し,か つ ,都 道府県にあつては関係 市町村長

市施設を整備す る立体的な範囲が定められてい る場合において,当 該立体的

14条 1項 に規定す る図書の写 し

な範囲外において行われ,か つ,当 該都市計画施設 を整備する上で著しい支

を送付 しなければな らない 旨,そ の 3項 にお いて,都 市計画は,同 条 1項 の規

障を及ぼすおそれがないと認められること。 ただ し,当 該立体的な範囲が道

定に よる告示 があつた 日か ら,そ の 効力 を生ず る旨,そ れぞれ規 定 している。

路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは

なJ 都市計画法 21条 は,そ の 1項 において,都 道府県又は市町村 は,都 市計画

安全上,防 火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。

に,市 町村にあつては都道府県知事に,同 法

区域又は準都市計画区域が変更 され た とき,同 法 6条 1項 若 しくは 2項 の規定
による都 市計画に関す る基礎調査又 は同法 13条 1項

19号 に規 定す る政府が

,

③

当該建築物が次に掲げる要件に該当し,か つ,容 易に移転 し,又 は除却す
ることができるものであると話められること。

行 う調査 の結果都市計画 を変更す る必要 が 明 らか となつた とき,遊 体土地転換

イ 階数が二以下で,か つ,地 階を有 しないこと。

利用促進 地区に関す る都市計画についてその 目的が達成 された と認 めるとき

口 主要構造部

,

(建 築基準法 2条

5号 に定める主要構造部をい う。)が 木造

108

,

鉄骨造 ,コ ンクリー トプ ロ ック造そ の他 これ らに類す る構造 であ ること。

築物その他 の工作物 を有償で譲 り渡そ うとす る者 を除 く。)は ,当 該土地 ,そ

都 市計画法 55条 は,そ の 1項 前段 にお いて,都 道府県知事等 は ,都 市計画

の予定対価の額 (予 定対価が金銭以外 の もので あるときは,こ れ を時価 を基準

施設 の 区域 内の土地でそ の指定 した ものの区域又は市街地開発事業 (土 地区画

として金銭に見積 つた額。以下この条にお いて同 じ。 )及 び当該 土地を譲 り渡

l14i

整理事業及び新都市基盤整備事業 を除 く。 )の 施行 区域

(同

法 56条 及び 57

そ うとす る相手方そ の他国土交通省令で定 める事項 を書面で都道府県知事等に

条において 「事業予定地」 とい う。 )内 において行 われ る建築物 の建築 につい

届 けlltな けれ ばな らない 旨,そ の 3項 において,同 条 3項 にお いて,日 条 2項

ては ,同 法 54条 の規定にかかわ らず ,同 法 53条 1項 の許可 を しない ことが

の規定に よる届 出があつた後 30日 以内に都道府県知事等が届 出を した者 に対

できる 旨,そ の 4項 にお いて,同 条 1項 の規定する土地の指定 をす るときは

し届出に係 る土地 を買い取るべ き旨の通知 を した ときは,当 該土地につ いて

そ の 旨を公告 しなければな らない 旨,そ れぞれ規定 している。

都道府県知事等 と届 出を した者 との間 に届 出書に記載 された予定対価の額 に相

,

151 都 市計画法 66条 1項 は,都 道府 県知事等

(同

,

法 55条 4項 の規定により

当す る代金で ,売 買 が成立 したもの とみなす 旨,そ れぞれ規定 してい る。

,

土地の買取 りの申出の相手方 として公告 された者がある ときは,そ の者 )は

,

(PI 都市計画法 59条 は,そ の 1項 において ,都 市計画事業は,市 町村が,都 道

事業予定 地内 の土地の所有者 か ら,同 条 1項 本文の規定 によ り建築物の建築が

府 県知事 (第 一 号法定受託事務 と して施行す る場合 にあつては ,国 土交通大

許可 され ない ときはその土地の利用 に著 しい支障を来す こととな ることを理 由

臣)の 認 可を受 けて施行する旨,そ の 2項 において ,都 道府県は ,市 町村 が施

として,当 該土地を買 い取 るべ き旨の 申出があった場合においては ,特 別 の事

行す るこ とが困難又は不適当な場合 その他特別な事情 がある場合 において は

情 がない 限 り,当 該土地 を時価 で買い取るもの とす る旨規定 してい る。

国土交通大臣の認 可を受けて,都 市計画事業 を施行す ることができる旨,そ れ

10

,

都市計 画法 57条 は,そ の 1項 にお いて ,市 街地開発事業 に 関す る都市計画

につい ての同法 20条 1項 (同 法 21条 2項 において準用す る場合 を含む。)

ぞれ規定 してい る。
l18)都 市計画法 62条 1項 は,国 土交通大臣又は都道府県知事 は,同 法 59条 の

の規定 に よる告示又は市街地開発事業若 しくは市街化 区域若 しくは区域 区分が

認 可又は承認 を した ときは,遅 滞 な く,国 土交通省令で定めるところによ り

定め られ ていない都市計画 区域 内 の都 市計画施設に係 る同法 55条 4項 の規定

施行者の名称 ,都 市計画事業 の種類 ,事 業施行 期間及 び事業地を告示 し,か つ

項 の規定 によ り,同 法 57条

国土交通大臣にあ つては 関係都道府県知事及 び関係 市町村長に,都 道府 県知事

によ る公告があつた ときは,都 道府県知事等

(同

,

,

2項 本文 の規定 による届 出の相手方 として公告 され た者 がある ときは,そ の者。

にあっては国土交通大臣及び関係 市町村長 に,同 法 60条 3項 1号 及び 2号 に

以下 この条 において同 じ。 )は ,速 やかに,国 土交通省令で定め る事項を公告

掲げる図書 の写 しを送付 しなければな らない 旨規定 している。

す る とともに,国 土交通省 令 で定 めるところにより,事 業予定地 内の土地の有

(Ю

I 都市計画法 65条 1項 は,同 法 62条 1項 の規定 による告示又 は新たな事業

償譲渡 について,同 項か ら同条 4項 までの規定による制限があることを関係 権

地 の編入 に係 る同法 63条 2項 において準用す る同法 62条 l項 の規定 による

利者 に周知 させ るため必要な措置 を講 じなければな らない旨,そ の 2項 本文に

告示があ った後 においては,当 該事業地内 において ,都 市計画事業の施行 の障

おいて,前 項 の規定による公 告の 日の翌 日か ら超算 して 10日 を経 過 した後に

害 となるおそれ が ある土地の形質 の変更若 しくは建築物 の建 築そ の他工作物 の

事業予 定地内の土地を有償で譲 り渡そ うとする者 (土 地及び これ に定着す る建

建設を行 い,又 は政令で定める移動 の容易でない物件 の設置若 しくは堆積 を行

お うとす る者は,都 道府県知事等の許可を受 けなけれ ばな らない旨規定 してい

6

都 市計画法施行規則 (昭 和 44年 建設省令第 49号 )

る。

は, 都市計画法施行令 6条 2項 の 国土交通省令 で定める種別及び構造の細 日は

法 138条 1項 におい て準用す る場合 を含む。)の 規定 による事業 の認定は行

次 の①及び② に掲 げ る種別及び構造 について,そ れぞれ次 の とお りとする旨規定

なわず,都 市計画法 59条 の規 定に よる認 可又は承認 をもつてこれ に代 えるも

してい る。

,

の とし,同 法 62条 1項 の規定 による告示 をもって土地収用法 26条 1項 (同

①

道路 の種別

自動車専用道路 ,幹 線街路,区 画街路又は特殊街路の別

138条 1項 にお いて準用す る場合を含む。 )の 規定に よる事業 の認定 の告

②

道路 の構造

幅員並び に嵩上式 ,地 下式 ,掘 割式又は地表式の別及び地表

法

示 とみなす 旨規定 してい る。

式の区間において鉄道 又は 自動車専用道路若 しくは幹線街路 と交差す るとき

都 市計画法施行法 (昭 和 43年 法律第 101号 )

は立体交差又は平面交差の別

都 市計画法施行法 2条 は,都 市計画法 の施行 (昭 和 44年 6月
画法 の施行期 日を定める政令 (昭 和 44年 政令第 157号 )。

7

14日 。都市計

)の 際 ,現 に

1日

定 ムル所 二依 り法律 二依 り許可 ,認 可 ,免 許 ,特 許,承 認 ,検 査 ,協 議,届 出

,

都 市計画法施行令 (昭 和 44年 政令第 158号 )
(平 成

10年 政令第 331号 による改正前 の もの)6条 は

そ の 1項 1号 にお いて,都 市計画法

報告等 ヲ要 スル事項 二付左 二掲 グル 措置 フ為 ス コ トフ得」 と規定 し,同 項 1号 に
お い て,「 左 二掲グル措置」の一つ として 「許可,認 可,免 許 ,特 許,承 認 ,検

,

11条 2項 の政令 で定める事項 として,道

路につい ては,種 別及び車線 の数 (車 線 の ない道路である場合 を除 く。)そ の

18年 法律第 76号 。平成 3年 法律第 79条 によ

臨時措置法 1項 は ,「 大東亜戦争 二際 シ行政簡素化 ノ為必要アル トキハ勅令 ノ

市計画法の規定による相 当の都市計画 とみなす 旨規定 している。

(1)都 市計画法施行令

許可認可等臨時措置法 (昭 和

る廃止前の もの。以下 「臨時措置法」 とい う。 )

都

市計画法の規定によ り決定 され ている都市計画区域及び都市計画は,そ れぞれ都

6

10年 建設省令 第 37号 に よる改正前 の もの)7条

都 市計画法 70条 1項 は,都 市計画事業 について は ,土 地収用法 20条 (同

②

4

都 市計画法施行規則 (平 成

査 ,協 議 ,届 出,報 告等 ヲ要セザル コ トトスル コ ト」を掲 げてい る。

8

都 市計画法及同法施行令臨時特例

他 の構造 とす る旨,そ の 2項 において,同 条 1項 の種別 及び構造 の細 日は国土

例」 とい う。 )

交通省令 で定める旨,そ れぞれ 規定 してい る。

(1)臨 時特例

(7.J和

18年 勅令第 941号 。以下 「臨時特

42年 政令第 345号 による改正前 の もの)1条 は,戦 時行

(昭 和

(2)都 市計画法施行令 37条 は ,都 市計画法 53条 1項 1号 の政令 で定める軽易

政特例法及び臨時措置法の規定に基 づ く都市計画法 の特例並びに大東亜戦争 中

な行 為は ,階 数が 2以 下で,か つ ,地 階 を有 しない木造 の建築物 の改築又 は移

における都 市計画法施行令の特例 は,臨 時特例の定める ところによる旨規定 し

転 とす る 旨規定 してい る。

てい る。

なお ,都 市計画法施行令 (平 成元年政令第 309号 に よる改正前の もの)3

(2)臨 時特例

7条 2項 は,者卜
市計画法 53条 1項 ただ し書の政令で定 める軽易な行為は,階
数 が 2以 下 で,か つ,地 階を有 しない本造 の建 築物 の改築又は移転 とす る旨規
定 してい る。

(昭 和

42年 政令第 345号 による改正前の もの)2条

1項 1号 は

旧都市計画法 3条 の規定による内閣 の認可は要 しない 旨規定 している。

9

日本国憲法施行の 際現に効力 を有す る命令の規定の効力等に関す る法律 (昭 和

22年 法律第 72号

)

,

(1)日 本国憲法施行 の際現 に効力 を有す る命令 の規定 の効力等 に関す る法律 2条
1項 は,他 の法律

(同 法

1条 の規定によ り法律 と同一の効力 を有す る命令 の規

定 を含む。)中 「勅令」 とあるのは 「政令 Jと 読み替 えるもの とす る旨規定 し
てい る。

{2)日 本国憲法施行 の際現に効力 を有す る命令 の規定 の効力等に関す る法律附則

こ れ は 正 本 で あ る 。

2項 は,同 法 の施行 に関 して必要な事項は,政 令で これを定める旨規定 してい

1

る。

10

日本 国憲法施行 の際現 に効力 を有す る勅令 の規定 の効力等 に関す る政令 (昭 和

日本国憲法施行の際現 に効力 を有す る勅令 の規定 の効力等に関す る政令 1項 は

27

・
・
一．

平 成

)

１

22年 政令第 14号

1月 17日

,

日本 国憲法施行 の際 ,現 に効力 を有す る勅令 の規定は,昭 和 22年 法律第 72号

1条 に規定す るもの を除 くほか,政 令 と同一の効力 を有す るもの とす る旨規定 し

東 : 京・ 地

方

裁

判

民

所

事

てい る。
以上
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小

島

第

