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国道改築工事に係る損失補償請求事件について
－収用裁決後に損失の補償に関する訴えがあった事例－ 

 

釧路開発建設部 用地課  ○杉山 聡 

                               生田 徹 

 

土地収用法に基づく収用裁決手続を経て補償金の払渡しが完了した収用地に関して、土地及

び物件所有者が当局を被告として、物件移転補償の増額及び残地補償の追加、直接支障となら

ない物件の関連移転並びに残地収用を求める訴訟を提起した。 

 本論文は、収用裁決後に損失の補償に関して提訴された希少な事例について、訴訟の対応経

過等を発表するものである。 
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1.  はじめに 

 本件は、任意協議による事業用地の取得ができず、土

地収用法（以下、「法」という。）に基づく事業認定及

び裁決手続を経て事業用地を収用したが、土地及び物件

所有者が北海道収用委員会（以下、「収用委員会」とい

う。）の裁決内容に不服があるとして、当局を相手取り

補償額の増額を求め提訴した事案である。 

 このような訴訟は、当局においては平成２年に提訴さ

れたのを最後におよそ２０年間事例がなかった。しかし、

平成２１年度から平成２２年度にかけて３件の損失補償

請求訴訟が提起され、そのうちの１つである本件訴訟に

ついて発表する。 

 

2.  事件概要 

(1) 提訴年月日  平成２２年１０月１９日 

(2) 事件番号及び事件名 

   釧路地方裁判所 平成２２年（行ウ）第５号 

   損失補償請求事件 

(3) 原告  Ａ氏 

(4) 原告訴訟代理人弁護士  Ｂ氏 

(5) 被告  国 

 

3.  時系列 

 平成17年10月25日 用地説明会 

 平成18年３月２日 原告Ａ氏との個別の用地取得協 

          議を開始 

 平成20年２月21日 事業認定申請 

 平成20年４月23日 事業認定告示 

------------------------------------------------ 

 平成21年３月18日 裁決申請及び明渡裁決の申立て 

 平成22年４月16日 権利取得裁決及び明渡裁決 

 平成22年５月21日 裁決による補償金の支払 

 平成22年５月25日 補償金受領 

 平成22年６月15日 権利取得（所有権移転登記） 

 平成22年７月13日 本件収用地の明渡しの確認 

------------------------------------------------ 

 平成22年10月19日 提訴 

 平成24年１月31日 判決言渡し 

 

4.  訴訟に至るまでの経緯 

(1)   任意協議 

 当局が施行する一般国道３９１号改築工事（釧路町改

良工事）に係る事業用地の取得について、土地及び物件

所有者であるＡ氏と任意協議を継続してきたが、協議は

難航し、契約ができないまま供用開始予定時期が刻々と

迫っている状況であった。 

 

 

 

 

図-1 事業箇所位置図 
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図-2 用地平面図 

 

 任意協議の概要  

 

○当部の提示内容 ●Ａ氏の意向・要求 

 

①土地価格 ○○，○○○円／㎡ 

❶同意する。 

②残地補償及び残地取得はなし。 

❷同意する（なお、収用委員会における審理及び訴

状では、残地補償及び残地収用を請求。）。 

③工場及びそれに関連する工作物については、構外

再築工法を認定。 

❸同意する。 

④住宅は移転補償の対象としない。 

❹住宅の関連移転をするべき。 

 また、各建物は新築補償をもって補償されるべき

。 

 Ａ氏の要求額は起業者の提示額のおよそ６～７倍

と大きくかけ離れていた。 

 

 

 (2)   土地収用法に基づく収用手続 

 当局は、任意協議が整わない場合に備え、収用委員会

の裁決を受け、本件改築工事の円滑な進捗を図れるよう、

平成２０年２月、法第１８条に基づく事業認定の申請を

行い、その結果、平成２０年４月、事業認定の告示がな

された。 

 また、収用手続と並行しＡ氏との任意協議を続けたが、

補償額に同意を得ることができず、平成２１年３月、収

用委員会に対して法第３９条に基づく裁決申請及び法第

４７条の３に基づく明渡裁決の申立てを行った。そして、

約１年間の収用審理期間を経た平成２２年４月、収用委

員会による収用裁決がなされ、当局は裁決で示された権

利取得の日までに補償金を支払った上で、本件土地を収

用した。 

 なお、本件裁決の概要は以下のとおりであり、Ａの請

求（補償額の増額及び残地収用）は全て退けられるとい

う形になり、裁決額は起業者見積額とほぼ同額となった。 

 

 収用裁決の概要  

 

a) 収用する土地の区域 

 釧路町○○１７番２ １９５．９８㎡ 

b) 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する

損失補償額 

 ○○○，○○○円 

c) 上記に掲げるものを除くその他の損失補償額 

 ○○，○○○，○○○円 

d) 残地収用の請求について 

 残地は、その面積、形状からみて、現在の工場等

及び住宅としての利用が著しく困難となるまでは認

められず、被収用者による残地収用の請求を認める 

ことは相当でない。 

 

 

写真-1 工場（移転前） 
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e) 残地補償の請求について 

 残地は、従前地と比較すると約８０％を有するほ

ぼ整形な画地であって、本件収用による利用価値の

減少、価格の低下等の損失は認められない。よって

、被収用者による残地補償の請求は理由がない。 

 

f) 住宅の補償について 

 住宅は、所有者の居宅として利用されていると認

められ、隣接する本件工場とは異なる利用状況にあ

り、両者が用途的又は機能的に一体又は不可分の関

係にあるとまでは認められないので、被収用者によ

る住宅の移転補償請求は理由がない。 

 

 

5.  訴訟の提起 

(1)   損失補償請求事件の提訴 

 Ａ氏（以下「原告」という。）は、本件裁決の補償額

等に不服があるとして、平成２２年１０月に起業者であ

る国（以下「被告」という。）に対して訴訟を提起した。 

 

訴 状 

第１ 請求の趣旨 

 １ 被告は、原告に対し、金○○○○万○○○○

円及びこれに対する被告の権利取得の日の翌日

である平成２２年６月１６日から支払済みまで

年５分の割合による金員を支払え。 

 ２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

  との判決並びに仮執行宣言を求める。 

第２ 請求の原因 

（省略） 

 

 収用委員会の行う収用又は使用の裁決は、土地の区域、

使用の方法・期間等の公益的事項と損失補償という私益

的事項に大別されるが、このうち損失の補償に関する訴

えは、収用委員会ではなく、起業者を被告としなければ

ならない（法第１３３条第３項）とされている。これに

は、収用という公益的事項である行政処分の適否・効力

とは切り離して、私益的事項である損失補償の多寡に関

する争いは当事者（起業者と被収用者）間で解決させる

という意義がある。これを講学上、「当事者訴訟」とい

う（行政事件訴訟法第４条）1)。 

 原告にとっては「収用委員会の裁決によって土地を収

用されること（公益的事項）は受け入れるが、裁決によ

る損失補償金（私益的事項）は足りないので、起業者は、 

 

図-3 訴状 

 

その不足分を支払え。」ということである。 

 

 (2)   損失補償請求事件における被告の主張について 

 通常、訴訟では原告は「被告の行ったことは正しくな

い」と主張し、被告は「いや、私の行ったことは正し

い」という主張をして争うこととなる。しかし、本件の

ような場合、“行ったこと”とは裁決という行政処分で

あり、しかも収用委員会という被告とは別人格が行った

ものである。当局は起業者としての損失補償額を見積も

ったにすぎない。 

 よって、「私の行ったことは正しい」という単純な主

張はできず、「収用委員会の裁決は正しい」つまり「別

人格の行ったことは正しい」ということを論証する必要

があるので、少々遠回りな主張をすることになった。 

 

6.  訴訟における争点 

 本件訴訟における主な争点と双方の主張は、以下のと

おりである。 

 

(1)   原告の主な主張 

a) 釧路町○○１７番１及び１８番の土地について、利

用価値の著しい減少が認められることから、残地補償及

び残地収用が認められるべき。 
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b) 釧路町○○１８番の土地に存する本件住宅は、本件

工場の管理棟でもあるのだから、本件工場とともに移転

補償の対象とされるべき。 

 

c) 建物の移転料は、新築費用で補償すべき。（被告

は）再築補償率を乗じる等といかにも正当なもののよう

に主張するが、ということは、中古の建築部材を購入し、

それを使って建物を建築せよということか。 

 

d) 正当な補償額は、○○○○万○○○○円であるべき

である。裏付け（書証）として、建築業者等の見積書を

提出する。 

 

(2)   被告の主な主張 

a) 原告が残地補償、残地収用のいずれも主張するとす

る意味は判然としないが（なぜなら、残地補償をすると

いうことは、当該残地の所有権を引き続き原告にあるこ

とを前提とするため、残地収用を請求することと矛盾す

る。）、法第７６条に基づく残地収用の可否は、収用委

員会の裁決において公益的事項であり、訴える相手が収

用委員会となることから、本件訴訟の審理対象とはなら

ない。 

 また、法第７４条に基づく残地補償についても、本件

収用を原因として、本件残地の価値が従前の価値に比べ

て客観的に減少したとは認められず、残地補償の必要は

ない。 

 

 法第１３３条所定の損失の補償に関する訴えは、以下

のような解説がある。 

 

  ＊司法研修所編：-改訂-行政事件訴訟の一般的問題に

関する実務的研究 p325 

   法第１３３条所定の損失の補償に関する訴えは、権

利取得裁決によって収用の効果が生じることを前提とし

て、当該収用及びこれに伴う明渡しによる損失補償額の

適否を審査の対象とするものと解すべきであるところ、

収用の裁決があって初めて、これによる損失補償の問題

は生じるのであって、残地収用の収用裁決がないにもか

かわらず、残地が収用されるべきであるとして、これを

前提とする損失補償を請求して、法第１３３条所定の損

失補償に関する訴えを提起することは許されない。 

 

b) 本件工場は稼働しておらず、本件住宅は専ら原告が

居住の用に供しているものである。したがって、かつて

管理棟としての用途があったとしても、本件裁決時点に

おいて、両建物は一体不可分の関係にあったとは認めら

れないのであるから、本件住宅を本件工場とともに移転

させる必要はない。 

 

c) 新築費用をもって損失補償を認めるとすれば、本件

裁決前には、建築から約２７年が経過し、経年劣化した

本件工場を所有していた原告が、損失補償によって工場

を新築することができるだけの費用を得て、本件裁決後

には全くの新築の工場を所有することが可能となる。す

なわち、原告は一切の負担をすることなく減少した価値

以上の利益を得ることとなるものであり、かかる補償を

することは、「収用の前後を通じて被収用者の財産価値

を等しくならしめる」2)という完全補償の趣旨を没却す

るものであり、原告の請求が正当な補償の範囲を超えた

過大な補償の請求であることは明らかである。 

 

d) 被告が本件裁決申請に当たって提出した損失補償の

見積りは、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」

をはじめとする各種の補償基準等に基づいて算定してい

るが、これら補償基準等は、法第６章（損失補償に関す

る章のこと）に範を求め、趣旨及び内容において客観性

をもち、これらを適用して算定された損失補償額は相当

かつ合理的であることは、裁判例多数においても認めら

れている（参考大阪地方裁判所判決を参照）。 

 本件裁決額は、このような補償基準等に基づいて算定

された起業者（被告）見積額とほぼ同額であり、損失補

償の趣旨に照らして適正なものであり、違法な点は存し

ないのであるから、原告が本件裁決額を超えて支払を受

けるべき補償金が存在しないのは明らかである。 

 

 （参考）  

 大阪地方裁判所 平成２０年８月２２日判決 

 

 弁論の全趣旨によれば、上記基準単価表は、近畿

地区用地対策連絡協議会が、公共用地の取得に伴う

損失補償基準（補償基準）４１条及び公共用地の取

得に伴う損失補償基準細則（基準細則）第２５に基

づき算定したものであること、補償基準等は、公共

用地の取得に伴う損失補償基準要綱（要綱）の運用

を図るものとして、起業者によって構成される用地

対策連絡会（現中央用地対策連絡協議会）において

決定されたものであること、要綱は、土地収用法そ

の他の法律により土地等を収用し、又は使用するこ

とができる事業に必要な土地等の取得又は土地等の

使用に伴う損失の補償の基準の大綱を定め、もって

これらの事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確

保を図ることを目的として昭和３７年６月２９日に

閣議決定され、その後累次の改正を重ねていること

、以上の各事実が認められる。 

 以上のような基準単価表、補償基準等及び要綱の 
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制定経緯に照らせば、これらの基準は合理的なもの

と推認され、これらの基準に従って決定された損失

補償額についても、特段の事情がない限り、合理的

であると推認することができ、この点は平成１３年

法律第１０３号による法の改正に伴い令が制定され

た下においても変わるところはない。 

 

 

7.  判決 

 判決書に示された上記争点に関する裁判所の判断は、

以下のとおりである。 

 

判 旨 

（主文） 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

  （裁判所の判断） 

(1)   残地収用及び残地補償の請求について 

 原告が主張する工場について、現実に供されていると

認めるに足る証拠はないばかりか、本件裁決時には工場

が稼働していないこと、また、工場再開の具体的な予定

はなく、将来の予定は客観的観点からみて、再開の意思

が明確になっていたとは認められない。 

 さらに、本件残地の面積及び形状からみて、収用によ

って本件残地を従来利用していた目的に供することが著

しく困難となるとは認められない。したがって、（この

訴訟において）残地収用の可否を争うことができるとい

う見解によったとしても、残地収用の請求は認められな

い。 

 また、残地補償に関する原告の主張は、いずれも主観

的な事情によるものであり、客観的な市場価格の減少と

の関連性は認められず、収用により本件残地の客観的な

市場価格が減少したとは認められない。 

   

(2)   住宅の補償について 

 弁論の全趣旨によれば、本件工場は稼働していないこ

と、本件住宅は原告の住居として使用されていることが

認められ、本件住宅が本件工場の管理棟と一体利用され

ているとは認められない。 

 そうすると、本件工場と本件住宅との間に用途及び機

能上の関連性は認められず、法第７７条後段にいう分割

には該当しないため、本件住宅は移転料の補償の対象と

ならない。 

   

(3)   新築費用での補償について 

 収用による損失の補償に当たっては、収用の前後を通 

 

図-4 判決 

 

じて被収用者の財産価値を等しくならしめるようにすべ

きところ、本件工場は、昭和５８年築の建物であるのに

対し、原告が主張する本件工場の再建築費用は新築費用

であるから、原告の主張は採用できない。 

 

(4)   各移転料等の補償額について 

 起業者見積りの基礎とすべき事情や数値の取捨選択、

評価の手法及び判断の過程は、法第８８条の２の細目等

を定める政令の定めに適合し、不合理な点は見受けられ 

 

 

写真-2 工場（移転作業中） 



Akira Sugiyama, Toru Ikuta 

ない。 

 よって起業者見積りとほぼ同額である本件裁決額は相

当と認められる。 

 

8.  おわりに 

 以上のとおり、裁判所は原告Ａ氏の請求はいずれも理

由がないとして、原告Ａ氏の請求を退けた。また、原告

Ａ氏は控訴を行わなかったため、一審の判決が確定し、

ここに本件訴訟は終結した。 

 通常用地業務を行う上で、訴訟を意識することはあま

りないが、一連の訴訟対応を通じて感じたことは、訴訟

となった場合を常に意識し、補償額算定を行う必要があ

るということである。 

 根拠に乏しい補償内容や後付けの説明は説得力がない。

よって、訴訟という最終段階まで意識して首尾一貫した

補償の考え方を貫けるような補償額算定調書を作成でき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るよう努めなければと考える次第である。 

 また、訴訟では「言った、言わない」が争点になるこ

とが多いことから、用地交渉では関係者に説明すべきこ

とはすべからく説明し、更に説明した事実を記録として

残すことで自らを防御しておくことも大事だと感じたと

ころである。 

 なお、本件のように補償額に不満があり訴訟が提起さ

れた場合、事業への影響はどうなるのか懸念されるとこ

ろであるが、法第１３４条の規定によって、国道改築工

事の進行は中断しなかったことを申し添える。 
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