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平成２０年９月１９日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官

平成１８年（行ウ）第１ ５７号　怠る事実の違法確認請求事件口頭弁論終結日　平成２０年５月３０日

　　　　　　　　　　判

大阪府和泉市緑ケ丘２丁目１３番１０号　　　　

原　　　　　　　　告

同所

　　　　原　　　　　　　　告

大阪府和泉市府中町２丁目７番５号

　　　　被　　　　　　　　告
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原告らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は，原告らの負担とする。

　　　　　事　実　及　び　理　由
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第１　請求

　　(主位的請求)
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被告が，井坂善行に対し，別紙土地目録記載の文化財加護事業用地の取得に

関する損害賠償請求を怠ることは違法であることを確認する。

　(予備的請求)

　被告が，大阪府に対し，別紙土地目録記載の文化財保護事業用地の取得に関

する７０２万５９０５円の損害賠償請求を怠ることは違法であることを確認す
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　　る。

第２　事案の概要

　　　本件は，和泉市が和泉市土地開発公社（以下「公社」という。）に文化財保　　

護事業用地として先行取得させ，公社から簿価での買取り義務を負った別紙物　　

件目録記載の６筆の土地（以下「本件土地」と総称する。）につき，いずれも　　

和泉市の住民である原告らが，①　和泉市に本件土地の取得を依頼した大阪府　　　

（以下「府」という。）には時価によるその買収義務があるにもかかわらず，

　　府に対し本件土地に係る売買契約の予約完結権行使の請求又は本契約の申込み　　

を怠っていることにより，本件土地の地価下落に伴う簿価と時価との差額に相　　

当する損害を和泉市に与えている井坂善行（和泉市長個人。以下「井坂」とい　　

う。）に対する損害賠償請求権（主位的請求），及び，②　仮に府と和泉市と　　

の間では本件土地に係る売買の予約が成立していないとしても，本件土地に係　　

る売買契約を締結しないことにより，契約準備段階に入った者が負う信義則上　　

の義務に違反して少なくとも平成１７年度において公社が支払った本件土地取　　

得費用の金利相当額の一部に相当する損害を和泉市に与えている府に対する損　　

害賠償請求権（予備的請求），の各行使を被告が怠っているとして，それらの　　

不行使が違法であることの確認を求めている住民訴訟（地方自治法２４２条の　　

２第１項３号）である。

　１　前提となる事実等（当事者間に争いがないか，掲記の書証等によって容易に　　

認定することができる。なお，書証は特に断らない限り枝番を含む。）

　　（1）当事者等について

　　　ア　原告らは，夫婦で和泉市に居住するその住民である。な払原告小林昌　　　　

子は，同市議会議員である。

　　　イ　公社は，公有地の拡大の推進に関する法律１０条１項の規定に基づき，

　　　　和泉市を設立団体として設立され↓公有地となるべき土地の取得及び造成　　　　

その他の管理等を行い，もって地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄
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　　与することを目的とする法人である。

　　　和泉市と公社とは，昭和４８年４月２日，公共用地等の取得に関する業　　

務委託契約（以下「本件委託契約」という。）を締結したが，これによる　　

と，和泉市は，公共事業を行うについて必要とする公共用地の取得に係る　　

業務を公社に委託している（１条）ところ，具体的な手続としては，和泉　　

市が，公共用地等取得について，公社に対し「公共事業に伴なう用地の取　　

得願」により取得区分，対象用地，用地費，買収時期等必要な事項を記載　　

し，関係書類添付の上，当該用地の取得を委託することとなる（３条）が　　

和泉市の委託により公社が先行取得した用地等の取得契約者及び取得権者　　

は原則として公社であり（７条２項），当該物件の対価及び補償費の支払　　

事務は公社が行う（８条２項）とされ，公社が取得を完了した当該年度取　　

得用地等の引渡時期は「公共事業に伴なう用地の取得願」に記載された時　　

期とするが，和泉市が当該時期の変更を要するときは事前に公社と協議し　　

て決定する（１８条）とされ，和泉市が公社から買い取る際の価格は，和　　

泉市土地開発公社業務方法書９条により算出した額である（２０条）とさ　　

れている。

　　　そして，上記業務方法書９条は，公社が先行取得した土地等を譲渡する　　

場合の譲渡価格は，以下の算式により算出した額とするものとすると定め　　

ている。

　　　譲渡価格＝取得価格十工事費十調査測量費十管理費十利子相当額十附帯　　　　　　　　

事務費

　　　【甲８ないし１０】

（２）本件の経緯

　ア　池上曽根遺跡は，和泉市及び泉大津市にまたがる地域に位置する西日本　　

最大級の弥生集落遺跡（総面積は推定約６０万平方メートル）であり，明　　

治時代からその存在が知られていたが，昭和４０年代以降，国道等の建設
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　に伴う埋蔵文化財発掘調査で大量の遺構や遺物が発見されたことなどから，

　昭和５１年４月，その中心部が国史跡に指定され，昭和５３年４月及び平　

成５年２月にも追加指定され，現在，その範囲は１１万５４６２．３５平　

方メートルに及んでいる。また，近年，大型建物の柱が年輪年代測定法に　

より紀元前５２年に伐採されたことが判明して話題となるなどした。池上　

曽根遺跡は，上記指定以降，文化庁の補助事業として和泉市及び泉大津市　

による土地の公有化が図られてきていたが，平成元年度に，史跡整備計画　

基本構想がまとめられ，平成２年度に，学識経験者並びに府，和泉市及び　

泉大津市からなる史跡池上曽根遺跡整備委員会（委員長：金関恕天理大学　

教授）が設置され，平成３年２月には，同遺跡の南側に大阪府立弥生文化　

博物館（以下「弥生文化博物館」という。）が開設された。

　　和泉市と泉大津市とが事業主体となる史跡池上曽根遺跡整備事業は，平　

成７年度から６か年の計画で，第１期として史跡指定地のうち３．５ヘク　

タールについての整備が実施された。第１期整備事業は，平成７年度及び　

同８年度は文化庁の大規模遺跡総合整備事業（古代ロマン再生事業）の，

　平成９年度から同１２年度までは同じく地方拠点史跡等総合整備事業（歴　

史ロマン再生事業）の対象とされ，国及び府から補助金の支給を受けて進　

められた結果，平成１３年５月，弥生時代の集落を復元した野外復元ゾー　

ンや池上曽根弥生情報館，池上曽根弥生学習館等で構成される池上曽根史　

跡公園（以下「史跡公園」という。）が開園するに至った。

　　なお，史跡指定地，弥生文化博物館及び本件土地の位置関係は，別紙図　

面のとおりである（別紙図面中，「土地開発公社」と記載のある土地が本　

件土地である。）。

　　【甲１７，乙１，８ないし１１，１３，２３ないし２６，弁論の全趣旨】

イ　本件土地は，訴外長尾株式会社（昭和６０年に水光毛織株式会社から社　

名変更）が所有し，同社織物工場及び同社社長自宅の各敷地として利用さ
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　れていたが，遅くとも平成元年ころ以降は遊体資産となっていた。【乙３　

０，３３】

ウ　和泉市は，平成８年１月，府に対し，本件土地を買い上げ，これを整備　

することによって，史跡公園及び弥生文化博物館と一体的な活用を図るよ　

う要望した。【甲１９，２２】

エ　府教育委員会文化財保護課長田中宏と，和泉市教育委員会教育次長大塚　

孝之（以下「大塚次長」という。）とは，平成８年３月２８日，本件土地　

に関し，以下のような文言の確認書（以下「本件確認書」という。）を取　

り交わした。

　「１　和泉市教育委員会は，和泉市池上町所在の土地（地番略）を，文化財　　

保存事業に関連して取得する。

　２　和泉市教育委員会は，大阪府教育委員会が文化財保存事業用地として，

　　前項の土地の取得に関する協議を申し入れた場合，連やかにその協議に　　

応じるものとする。

　３　大阪府教育委員会の，前項による協議申し入れは，遅くとも池上曽根　　

遺跡にかかる古代ロマン再生事業の最終年度を目途として行うものとす　　

る。

　４　大阪府教育委員会が第１項の土地を和泉市教育委員会から取得する場　　

合，その取得価格は実勢価格に基づいて算定するものとする。

　以上について，大阪府教育委員会及び和泉市教育委員会は確認する。」　

なお，和泉市においては，本件確認書の交換に先立つ同月１３日，「池

上町１９０番地の１他の土地買上にともなう大阪府教育委員会との確認について（伺）」と題する決裁書（以下「本件決裁書」という。）が起案されており，同月１８日付けで市長の決裁を了していた。本件決裁書には本件確認書と同一の文案が添付され，その表書には以下のように記載されて
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　いた。

　　「　府立弥生文化博物館隣接地の池上町１ ９０番地の１他（永光毛織株式　　会社所有地）を文化財保存事業用地として，大阪府に買上を要望いたし　　ておりましたが，別紙確認書（案）のとおり，和泉市教育委員会が取得　　し，その後，大阪府教育委員会に有償譲渡することで合意いたしました　　ので，別紙（案）のとおり確詔書を交換してよろしいか。」

　　【甲１２，１３】

オ　和泉市教育委員会は，平成９年２月２７日，和泉市長に対し，本件土地　

につき，「公共事業に伴う用地の先行取得願」を提出した。その事業名は　　

「文化財保護事業」とされており，「事業の実施を必要とする理由」には　

現在整備事業を実施中の史跡公園と弥生文化博物館を一体化したものとし　

て活用するために，大型車の駐車場及び池上曽根遺跡の総合学習センター　

建設用地として最適の土地である旨が記載されていた。【甲２０】

力　和泉市は，平成９年２月２８日，本件委託契約に基づき，公社に対し，

　同日付けの「公共事業に伴う用地の取得願いについて（文化財保護事業用　

地）」と題する書面により，本件土地の先行取得を概要下記のとおり依頼　

した。【甲６】

　　　　　　　　　　　記

　　当該事業開始日　　平成９年２月２８日

　　対象用地面積　　　４４６９．４０平方メートル

　　当該用地費　　　　８億８０００万円

　　買戻時期　　　　　平成１３年３月

キ　公社は，不動産鑑定士に本件土地の鑑定を依頼し，価格時点を平成９年　

２月１日とする更地としての正常価格は８億４９１８万６０００円（１平　

方メートル当たり１９万円）である旨の鑑定評価を得た。和泉市長は，同　

月２１日，和泉市財産評価審査委員会から，上記鑑定評価は適正価格であ
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　る旨の答申を受けた。そこで，公社は，同年３月２４日，訴外長尾株式会　

社から本件土地を総額８億３５７７万７８００円で購入した。なお，公社　

は，鑑定委託料，測量費及び管理用フェンスの設置工事費用等に別途約５　

００万円を支出した。【甲７，１７，乙２ ９，３０，弁論の全趣旨】

ク　和泉市は，平成１０年度以降，府に対し，本件土地を早期に買い上げる　

よう繰り返し要望していた。和泉市は，このうち，「平成１１年度大阪府　

当初予算に対する市町村要望」の関連部分に，以下のとおり記載していた。

　　「　さて，平成８年１月に，史跡指定地だけでなく，弥生文化博物館も含　　

めて総合的に，弥生文化と池上曽根遺跡について学習できる場として活　　

用できますよう，大阪府において買い上げ，整備していただけますよう　　

お願いし，９年３月２４日に和泉市土地開発公社にて弥生文化博物館西　　

側隣接地を先行取得いたしました。

　　　つきましては，この土地を大阪府において早期に買い上げ，整備して　　

いただきますよう，お力添えいただき，お働きかけいただけますようお　　

願い申しあげます。」

　　これに対し，府は，「平成１１年度大阪府当初予算に対する市町村要望　

について」と題する書面で，和泉市に対し以下のとおり回答した。

　　「　第二阪和国道建設時以来の池上曽根遺跡から出土した膨大な資料は，

　　十分な整理ができずに府，和泉市及び泉大津市の地元二市の分散保管と　　

なっており，広く活用できる状況となっていない。

　　　また，府立弥生文化博物館は，泉州地域に位置する弥生文化をテーマ　　

とする博物館であるが，池上曽根遺跡から出土した資料については，ご　　

く一部しか展示・公開されていない。

　　　現在，歴史ロマン再生事業として，史跡公園が充実したものとなるよ　　

う，協力して整備を進めているところであるが，要望の件についても，

　　その申で検討してまいりたい。」
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　　その後も，府は，財政事情の悪化を理由に，買上げの可否については明　

言しないまま，平成１３年度以降，本件土地の一部につき，弥生文化博物　

館の駐車場として借り上げ，以下のとおりの賃貸料を和泉市に支出してい　

た。

　　平成１３年度　　１８５６万２０００円／　年

　　平成１４年度　　１８５６万２０００円／　年

　　平成１５年度　　　４６４万１０００円／３月

　　平成１６年度　　　６０１万４０００円／３月

　　平成１７年度　　　６０１万４０００円／３月

　　平成１８年度　　　６０１万４０００円／３月

　　平成１９年度　　　６０１万４０００円／３月

　　【甲１７，１９，２１，２ ２，乙１ないし６，弁論の全趣旨】

ケ　本件土地の簿価は，支払利息の累積によって徐々に増加し，平成１７年　

度の公社の決算書によれば，９億〇３０８万１７５７円（うち期間利息６　

２０５万１９８１円）となっていた。【甲３９】

コ　原告らは，平成１８年５月２５日，本件土地を府の依頼で公社が先行取　

得していたが，買戻し時期が既に到来しているにもかかわらず府は買戻し　

を行わず，土地の値下がり等で巨額の評価損を抱えていることから，和泉　

市長に対し，本件確詔書に基づき，早期に府に買上げをさせるべく法的措　

置を含めて措置することを求める，との旨の住民監査請求（以下「本件第　

一監査請求」という。）をした。これに対し，和泉市監査委員は，同年６　

月２９日付けで，本件土地は，法律上和泉市とは独立した人格を有する公　

社の所有地であるところ，公社の職務行為は住民監査請求の対象外である　

との理由で，本件第一監査請求を却下し，これを書面にして原告らに通知　

した（以下「本件第一監査結果」という。）。

　　そこで，原告らは，同年７月６日，本件第一監査請求は，公社ではなく
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　　　和泉市の損害の防止を求めているのであって，本件第一監査結果はその趣　　　

旨を根本的に誤解するものであり，本件第一監査請求は適法であるとして，

　　　再度，和泉市長に対し，上記請求と同様の措置を求める旨の住民監査請求　　　　

（以下「本件第二監査請求」といい，本件第一監査請求と併せて「本件各　　　

監査請求」と総称する。）をした。これに対し，和泉市監査委員は，同年　　　

８月１０日，本件第二監査請求は，本件第一監査請求と請求の対象及び違　　　

法・不当とする主張事実のいずれもが同一であり，再度の住民監査請求と　　　

して不適法であるとの理由で，本件第二監査請求についても却下し，これ　　　

を書面にして原告らに通知した（以下「本件第二監査結果」という。）。

　　　　【甲１ないし５】

　　サ　原告らは，平成１８年９月７日，本件訴えを提起し，平成１９年２月１　　　

３日に被告に送達された「訴えの変更中立書」において，予備的請求を追　　　

加した。【当裁判所に顕著な事実】

２　争点

　（1）本件訴えは適法か否か（本案前の争点）。

　（2）主位的請求に理由があるか否か。

　（3）予備的請求に理由があるか否か。

３　争点に関する当事者の主張

　田　争点１（本件訴えの適法性）について

　　（原告ら）

　　　和泉市の有する損害賠償請求権は地方自治法２３７条１項所定の「債権」　　

に該当するから，同法２４２条及び２４２条の２にいう「財産」に該当する　　

ことは明らかである。

　　　また，同法２４２条４項の規定に照らすと，監査委員は，住民監査請求を　　

受理した場合には常に監査を行わなければならないのであって，住民監査請　　

求を受理しないことができるのは，請求者が当該自治体の住民ではないなど，

９



その手続が明りょうに違法である場合に限られると解すべきであるところ，

本件第一監査請求がこのような場合に当たらないことは明らかである。加え

て，本件第一監査結果は，原告らが本件第一監査請求において公社ではなく

和泉市の職務行為を対象としていることを看過している点で重大な誤認があ

る。よって，本件第一監査請求は適法であるにもかかわらず，本件第一監査

結果はこれを違法に却下したのである。仮に，本件第一監査請求が適法でな

かったとしても，本件第二監査請求は，本件土地について，実質的に和泉市

の財産と何ら変わらないことを主張し，かつ，本件と同様の土地開発公社に

関連する判例を具体的に挙げるなど，適正な補正がされているというべきで

ある。

　そして，本件訴えは，本件第二監査結果の通知があってから３０日以内に

提起されているから，最高裁平成１０年（行ツ）第６８号同年１２月１８日

第三小法廷判決・民集５２巻９号２０３９頁（以下「平成１０年最判」とい

う。）に照らし，出訴期間を徒過した点もない。

　したがって，本件訴えは適法である。

（被告）

　地方自治法２４２条及び２４２条の２にいう「財産の管理」における「財

産」とは，同法２３７条１項所定の公有財産，物品及び債権並びに基金であ

って，地方公共団体に属しているものと解すべきであり，公社に属する本件

土地は上記「財産」には当たらない。

　また，原告らは，本件第一監査請求を行ったが，平成１８年６月２９日に

不適法として却下され，同年７月６日に重ねて本件第二監査請求を行い，同

年８月１０日に同一住民による同一内容の請求であって不適法であるとして

却下された。このように，本件第二監査請求は，本件第一監査請求と全く同

一の内容であることを理由に却下されているから，上記請求が却下された理

由に応じた必要な補正が全くされていなかったことが明らかである。しかる
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　ところ，平成１０年最判は，監査委員が適法な住民監査請求を不適法として　

却下した場合，当該請求をした住民が「却下の理由に応じて必要な補正を加　

えるなどして」再度の住民監査請求に及んだ場合にのみ当該住民監査請求及　

びその結果を不服とする住民訴訟の提起を認める趣旨と解すべきであるから，

　本件訴えは，地方自治法２４２条の２第２項１号に準じ，本件第一監査結果　

の通知があった日から３０日以内に提訴しなければならなかったものという　

べきである。

　　したがって，本件訴えは対象及び出訴期間を誤るものとして不適法である。

（2）争点２（主位的請求の当否）について

　　（原告ら）

　　本件確認書は，府教育委員会を予約完結権者とする売買の予約であり，公　

社及び和泉市は本件土地を他に転用することができないとの拘束を負う一方　

で，府教育委員会は所定の期日（平成１２年度末）までに本件土地を買い取　

る義務があったというべきである。少なくとも，本件契約書は本来の予約の　

性格を有し，予約権利者である和泉市が本契約の申込みをすると，予約義務　

者（府）は承諾の意思表示をする義務を負担することが明らかであり，ただ，

　上記本契約が，府の財政問題という障害のために締結することができない状　

態にあるのである。本件確認書のこうした性格は，①　府が，買取期限を過　

ぎた平成１３年度以降，本件土地を駐車場として利用するとしてその賃貸料　

を公社に支払っているところ，平成１３年度及び同１４年度の金額は駐車場　

の賃貸料としては高額に過ぎ，本件土地取得額に対する金利（当時の長期プ　

ライムレートである年２．２パーセント）とほぼ同額であることからしても，

　本件土地の買取りができない代償として府が金利相当分を支出していたもの　

とみ得ること，②　府は，本件土地の保有に伴う金利負担のうち駐車場とし　

ての賃貸料では不足する部分を平成１８年度大阪府市町村振興補助金（行財　

政改革促進関連計画：和泉市土地開発公社の経営健全化支援事業）で補填す
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るよう提案し，和泉市がそのとおり要望した上で上記補助金を平成１８年度

補正予算の歳入に追加計上していること，③　本件決裁書表書の記載，④

平成１７年９月２９日の和泉市市議会における原告小林昌子に対する答弁に

おいて，和泉市社会教育部理事が，本件土地は府からの依頼に基づいて先行

取得したものである旨答弁していること，⑤　大塚次長が，和泉市担当者の

事情聴取に対し，本件土地については府が買い上げるが，とりあえず和泉市

が先行取得することが決まったものであり，その約束事として本件確詔書を

交換したものである旨述べていること，⑥　平成１９年度大阪府当初予算に

対する市町村要望に，府が平成１２年度末までに本件土地を買い上げること

を約していた旨の記載があること，⑦　和泉市が提出した平成９年２月２８

日付けの「公共事業に伴う用地の取得願いについて（文化財保護事業用

地）」において，本件土地の買戻し時期が平成１３年３月とされていたこと，

等の事実から明らかである。

　これに対し，被告は，本件確認書の法的性格は行政間の取り決めであって

府には本件土地の買取り義務はない旨主張するが，府と和泉市との間の取り

決めは地方自治法２５２条の１４等に基づく行政主体間の事務委託等をその

典型とするものであって，本件確認書のように特定の土地の引取りについて

具体的に定めたものは正に民法に基づく契約と解すべきであり，そのような

契約を禁止する法令も存在しない。

　しかるところ，毎年の土地の値下がり（平成１２年度以降だけでも固定資

産税評価用の路線価は約４０パーセント下落している。）と土地保有に伴う

金利出費等で本件土地の評価損が毎年増大しているにもかかわらず，和泉市

は，本件土地を府教育委員会に売却するときは，取得価格に金利等を含んだ

帳簿価格で買い取らざるを得ない上，本件確詔書において府による取得価格

は実勢価格とされているため，帳簿価格と取得価格の差額（現時点で５億円

を超える。）をすべて負担しなければならない（もっとも，地価については
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反騰する可能性もあるが，少なくとも毎年発生する金利相当額は確定的に和

泉市の損失となる。）。よって，和泉市長として，和泉市を統括し，和泉市

の事務を自らの責任と判断において誠実に管理し執行する義務を負う（地方

自治法１３８条の２，１ ４７条及び１４８条）井坂は，府に対し，本件土地の買上げを直ちに求め，これを実行させることにより和泉市の損失の増大を防止する責務があるにもかかわらず，これを怠って和泉市に損害を与えている。平成１７年度において，公社は，１３０３万９９０５円の金利を負担し，他方で，府から６０１万４０００円の駐車場賃貸料の支払を受けたので，その差額相当額７０２万５９０５円が和泉市が本件土地を府に売却するに当たっての和泉市の損害となる。そして，和泉市が，井坂に対する債務不履行に基づく損害賠償請求権を行使しないことを正当化すべき合理的な理由はない，

　したがって，被告は，地方自治法２３７条所定の財産である井坂に対する

損害賠償請求権の行使を怠っていることが明らかである。

　（被告）

　和泉市は，①　本件土地が弥生文化博物館に隣接している上，府道に面し，

しかも約４５００平方メートルの広さを有していたことから，（仮称）池上

曽根遺跡研究センターの建設用地として適当であり，本件土地を取得するこ

とは，史跡公園と弥生文化博物館との連携を強め，史跡公園の景観保全にも

資するものであること，②　史跡公園の駐車場は，同公園の整備期間に限定

して暫定的に設置されたものであり，その整備完了後は同公園内に駐車場の

設置ができないため，本件土地をこれに代わる駐車場用地として取得する必

要があること，等から府にその取得を働きかけて協議した結果，府は，平成

８年３月，本件土地を取得する必要性を認めた上，「古代ロマン再生事業」

の最終年度を目途として協議の上で有償譲渡を受けるとの意思を表明したこ

とから，和泉市において公社に対して本件土地の先行取得を依頼し，本件土

地を取得した上で将来的に府に有償譲渡するという枠組みを策定し，これに
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基づいて公社が平成９年３月までに本件土地を取得したものである。

　しかるところ，本件確詔書は，和泉市が本件土地を取得した上で，府との

間において平成１２年度を目途として本件土地の有償譲渡に関する協議を行

うことを定めたにすぎず，府教育委員会を予約完結権者とする売買の予約契

約書ではないことは明白である。すなわち，和泉市と府との間の合意は，い

わゆる行政間の基本合意（取り決め）であり，具体的な法的義務を明示した

ものではない。よって，和泉市には本件土地の買取りを府に求める具体的な

権利はなく，府にもこれに対応した義務は存在しない。

　加えて，本件土地は公社の財産であって和泉市の財産ではないから，現時

点において和泉市に本件土地に関する具体的な損害の発生を観念することも

できない。

　そうである以上，井坂の和泉市に対する債務不履行責任を論ずる余地も，

井坂が和泉市に対して損害を与えている事実もないというほかない。

　これに対し，原告らは，本件確詔書は府を予約完結者とする一方の予約で

ある旨主張するが，およそ行政間の取り決めにおいて，一方のみの事情や判

断のみで一方的に契約を成立させることは通常一般的に考えられないことで

あり，原告らの主張はこうした行政の実態を無視した議論で失当である。ま

た，原告らが指摘する種々の事実も，せいぜい和泉市側の認識を示すものに

すぎず，府の認識を示すものではない（もっとも，この点，本件決戯書表書

の表記中には法的に誤解を招く部分がある。）。なお，和泉市は，平成１０

年度以降，本件確詔書に基づき，府に対して折あるごとに本件土地の早期買

上げを要請した結果，公社は，平成１３年度以降，本件土地を府教育委員会

に弥生文化博物館の駐車場として貸与し，その賃貸料で本件土地取得のため

の導入資金の金利に充当補填し，帳簿価格の抑制を図ることができるように

なっている。

　したがって，被告が井坂に対する損害賠償請求権の行使を怠っている事実
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　が存在しないことは明らかである。

（3）争点３（予備的請求の当否）について

　　（原告ら）

　　取引を開始して契約準備段階に入った者は，一般市民間におけるのとは異　

なり，信義則の支配する緊密な関係に立つのであるから，後に契約が締結さ　

れたか否かを問わず，相互に相手方の人格，財産を害しないとの信義則上の　

義務を負い，これに違反して相手方に損害を及ぼしたときは，契約責任とし　

ての損害賠償義務を認めるのが相当とされている。

　　しかるところ，府と和泉市とは相互に本件確詔書を取り交わし，それに従　

って和泉市が公社に本件土地の先行取得を委託し，公社がこれを取得したの　

であるから，府と和泉市とは信義則の支配する緊密な関係にあるということ　

ができる。それにもかかわらず，前記のとおり，府は本件土地の取得義務を　

履行せず，和泉市との間で確認した買上時期である平成１２年度未が経過し　

た後も未だに買上げを行っていない。このように，府が平成１２年度末まで　

に本件土地を取得する売買契約を和泉市との間で締結しないことは信義則に　

反するから，府は，これに伴う和泉市の損害について賠償する責任を負うも　

のというべきである。

　　そして，前記のとおり，和泉市は，本件土地を府教育委員会に売却すると　

きは，取得価格に金利等を含んだ帳簿価格で買い取らざるを得ない上，本件　

確詔書において府による取得価格は実勢価格とされているため，地価の下落　

と金利負担の増大の中で，帳簿価格と取得価格との差額をすべて負担しなけ　

ればならない。もっとも，地価については反騰する可能性もあるが，毎年支　

出される金利相当額は確定的に和泉市の損失となるところ，少なくとも，平　

成１７年度において，公社は１３０３万９９０５円の金利を負担し，他方で　

府から６０１万４０００円の駐車場賃貸料の支払を受けたので，公社の実質　

損害額は差し引き７０２万５９０５円となる。そして，この額は，本件委託
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　　　契約に照らすと，最終的には和泉市の損害となる。

　　　　なお，府は，平成１８年度和泉市土地開発公社健全化対策補助金を支出予　　　

定であったが，当該補助金は本件土地に対する金利補填であるとして府知事　　　

に対し差止訴訟（地方自治法２４２条の２第１項１号）が提起されたため，

　　　府が和泉市に対して上記補助金の申請を行わないように要請し，和泉市がこ　　　

れに応じたという経緯があるところ，上記補助金が支出されれば正に本訴の　　　

予備的請求を府が自ら実行するものにはかならないことからすれば，府が上　　　

記請求に理由があると認めていることを示すものというべきである。

　　　　したがって，被告は，地方自治法２３７条所定の財産である府に対する７　　　

０２万５９０５円の損害賠償請求権の行使を怠っていることが明らかである。

　　　　（被告）

　　　　前記のとおり，府は本件土地の取得義務を負ってはいないし，府と和泉市　　　

との間では，本件土地の買上時期も合意ないし確認されていない。よって，

　　　本件は，契約準備段階の過失が問題となる事案ではない。

　　　　また，前記のとおり，和泉市は現時点においてはいまだ本件土地を取得し　　　

ておらず，金利の負担も本件委託契約に基づくものであるから，本件土地に　　　

関して和泉市に対する損害の発生を問題にすることは失当である。

　　　　したがって，被告が府に対する損害賠償請求権の行使を怠っている事実が　　　

存在しないことは明らかである。

第３　当裁判所の判断

　１　争点１（本件訴えの適法性）について

　　田　証拠（甲１ないし５）及び弁論の全趣旨によれば，本件第一監査請求以降　　　

本件訴えにおけるまでの手続の経過等に関し，以下の事実を認めることがで　　　

きる。

　　　ア　原告らは，平成１８年５月２５日，件名を「大阪府立弥生博物館横用地　　　　

の先行取得に開する件」とし，「和泉市職員措置請求書レと題する書面を
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もって本件第一監査請求をした。

　上記措置請求書によれば，その請求の対象行為は，「大阪府立弥生博物

館横用地を，大阪府の依頼で和泉市土地開発公社が先行取得した。その後

買い戻し時期が到来しているにも拘わらず，府は買い戻しを行わず，土地

の値下がり等で巨額の評価損を抱えている。更に評価損は毎年増加を続け

ている。和泉市長は，早期に大阪府に買上させるべく法的措置を含めて措

置することを求める。」とされていた。

　また，上記措置請求書によれば，本件土地の性格について，「本件土地

は現在和泉市土地開発公社が保有しているが，和泉市が土地開発公社に業

務委託により先行取得したものであり，予算書に金利を含め債務負担行為

として計上し，債務保証している。さらに後述するように和泉市の土地開

発公社からの買戻しは買い取り価格に金利等を上乗せした価格で買い取る

ことになっており，土地開発公社が和泉市以外にこれを処分することは出

来ないから，形式上は土地開発公社が所有しているものの，実質は和泉市

の所有財産となんら変わりがない。又この財産の処分は和泉市と大阪府の

間で取り決められ，その結果発生する土地の評価損等の損害は全て和泉市

に帰属する。」とされ，本件確認書については，「その内容からして明ら

かに大阪府がこれを買い上げることを約したものである。法的には大阪府

が予約完結権を有した売買の予約であり，大阪府が引き取り義務を有して

いる事に疑いはない。」とされていた。

　さらに，上記措置請求書によれば，本件第一監査請求のまとめとして，

　「和泉市は地価下落が続く中で，損失が必然にも拘わらず大阪府に代わっ

て取得し，且つ大阪府が期限を定めて買い戻しを約した確認書の存在を忘

れ，帳簿価格で買い戻して貰えると勝手に解釈し，いたずらに買上期日の

延期を続けてきた結果が６億円にも及ぶ巨額の損失を負担せざるを得ない

事態をもたらした。同時に大阪府も買い上げ期日を不法に延期し，その結
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　果不当に低い価格で取得出来る可能性が高く所謂不当利得が存在している。

　これらの損害賠償及び不当利得の返還を求める請求権が和泉市にはあるが，

　現時点では和泉市は本件土地を土地開発公社から取得し，大阪府に有償譲　

渡していないので，和泉市には損害が発生していない。従ってこれらに関　

する損失が確定した段階で損害賠償請求及び不当利得返還請求を行うよう　

市長に求める監査請求を行う予定である。」と記載されていた。

イ　これに対し，前記のとおり，和泉市監査委員は，平成１８年６月２９日　

付けで，本件土地は公社の所有地であり，公社の職務行為は住民監査請求　

の対象外であるとの理由で，本件第一監査請求を却下した（本件第一監査　

結果）。

ウ　原告らは，平成１８年７月６日，本件第一監査請求と同一の件名（大阪　

府立弥生博物館横用地の先行取得に関する件）で，「和泉市職員措置請求　

書（再監査請求）」と題する書面をもって本件第二監査請求を行い，その　

冒頭で，平成１０年最判を引用し，「監査委員が適法な住民監査請求を不　

適法であるとして却下した場合，当該請求をした住民は，適法な住民監査　

請求を経たものとして，直ちに住民訴訟を提起することができるのみなら　

ず，当該請求の対象とされた財務会計上の行為又は怠る事実と同一の財務　

会計上の行為又は怠る事実を対象として再度の住民監査請求をすることも　

許されるものと解すべきである。」とした上，請求の対象行為として本件　

第一監査請求と実質的に同一の内容を記載した（なお，本件第二監査請求　

は，当初，府に本件土地の買上げを行わせなかった結果として発生した損　

失について和泉市長及び和泉市教育長に損害賠償を行うことをも求めてい　

たが，平成１８年７月１０日付けの「文化財保護事業用地住民監査請求補　

正書」と題する書面において，上記損害賠償に係る部分を取り下げた。）。

　　また，本件第二監査請求は，本件第一監査結果は本件第一監査請求が公　

社ではなく和泉市の損害の防止を求めている点を誤認しており，本件第一
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　　監査請求は適法であったとした上，その傍証として２件の下級審判例（い　　

ずれも平成１４年法律第４号による地方自治法改正前のものである。）を　　

引用するところ，それらはいずれも，原告である住民が問題とする普通地　　

方公共団体職員の行為は財務会計行為ではなく，住民訴訟の対象とはなら　　

ないとの被告側主張に対し，原告らが主張する普通地方公共団体の被告ら　　

に対する債務不服行ないし不法行為に基づく損害賠償請求権は当該団体の　　

財産であり，被告らはその行使を「怠る事実の相手方」に当たる旨判断し　　

て，当該住民訴訟の提起を適法と認めたものである。

　工　他方，前記のとおり，和泉市監査委員は，平成１８年８月１０日，本件　　

第二監査請求は，本件第一監査請求と請求の対象及び違法・不当とする主　　

張事実のいずれも同一事項，同一事由であり，再度の住民監査請求として　　

不適法であるとの理由を付し，これを却下した（本件第二監査結果）。

（2）前記認定事実によれば，本件第一監査請求及び本件第二監査請求は，いず　

れも，府の依頼により和泉市が先行取得した本件土地について，府は本件確　

詔書に基づく買取義務を負っており，その買取時期が経過しているにもかか　

わらず，府は財政事情を理由にその買取りを遅らせ，和泉市長もこれを請求　

せずに放置することにより，本件土地の地価下落及び期間利子の負担による　

評価損を発生，増加させており，当該評価損は府による本件土地の買取時に　

はすべて和泉市の損失となることを前提に，和泉市の損害の更なる増加を防　

止するため，和泉市長に対し，早期に府に本件土地を買い取らせるべく法的　

手段を含む措置を執ることを求めるものであるから，本件各監査請求は，い　

ずれも，少なくとも，公社に属する本件土地そのものを地方自治法２４２条　

１項にいう「財産」ととらえた上，その管理を怠る事実を対象とする趣旨の　

ものでないことは明らかというべきである。

　　もっとも，前記認定事実等によれば，本訴における主位的請求は，和泉市　

長の職にある井坂が，府に対し，本件確詔書に基づき，本件土地の買取りを
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直ちに求め，これを実行させることにより，和泉市の損害の拡大を防止すべ

き義務があるにもかかわらず，これを怠り，和泉市に損害（平成１７年度に

おいて７０２万５９０５円）を与えているから，和泉市は，井坂に対し，債

務不履行に基づく同額の損害賠償請求権を有しているところ，被告和泉市長

は，和泉市の財産である上記損害賠償請求権（債権）の行使を違法に怠って

いるという，財産の管理を怠る事実を対象とするものであり，予備的請求は，

府と和泉市は，本件確認書に基づき信義則の支配する緊密な関係にあるから，

和泉市との間で本件土地の売買契約をその買取時期までに締結しないのは，

信義則に反し，府は，和泉市に対し，それに伴う同市の損害（７０２万５９

０５円）について賠償すべき義務を負うところ，被告和泉市長は，和泉市の

財産である同市の府に対する上記の損害賠償請求権（債権）の行使を違法に

怠っているという，財産の管理を怠る事実を対象とするものであるから，主

位的請求及び予備的請求に係る訴えが住民監査請求の前置に欠けるところが

ないというためには，本件第一監査請求ないし本件第二監査請求が上記各財

産の管理を怠る事実をもその対象として含んでいると解されることが必要で

ある。

　しかるところ，前記認定事実によれば，本件第一監査請求においても本件

第二監査請求においても，その請求書（「和泉市職員措置請求書」及び「和

泉市職員措置請求書（再監査請求）」）には，主位的請求及び予備的請求に

係る上記各損害賠償請求権の発生原因事実が明確に記載されているのであっ

て，以上認定説示した本件各監査請求の趣旨にかんがみると，被告和泉市長

が井坂及び府に対する上記各損害賠償請求権の行使を怠っている事実をもそ

の対象として含むものと解し得る。

　もっとも，前記認定事実等によれば，本件第一監査請求及び本件第二監査

請求に係る各請求書には，現時点においては和泉市は本件土地を公社から取

得し府に有償譲渡していないので，和泉市には損害が発生しておらず，した
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がって，これらに関する損失が確定した段階で府等に対する損害賠償請求及

び不当利得返還請求を行うよう市長に求める監査請求を行う予定である旨の

記載部分が存する。

　しかしながら，前記認定事実によれば，少なくとも本件第二監査請求に係

る請求書においては，本件第一監査請求が不適法であるとして却下された

　（本件第一監査結果）のを受けて，損害賠償請求権が地方自治法２４２条１

項の「財産」としての「債権」に当たるとする下級審裁判例を援用するなど

して本件第二監査請求の適法性について論じており，このことにも照らすと，

前記認定の「文化財保護事業用地住民監査請求補正書」による補正の経緯を

しんしやくしてもなお，本件第二監査請求については，被告和泉市長が井坂

及び府に対する前記各損害賠償請求権の行使を怠っている事実をもその対象

として含むものと解するに十分である。

　しかるところ，原告らが本件各監査請求の対象としている和泉市の前記各

損害賠償請求権が，本件各監査請求から１年以上前にされた財務会計行為が

違法又は無効であることに基づいて発生するものであると解すべき根拠も特

段見当たらない（原告らの主張は，本件確認書の取り交わしそれ自体又は本

件委託契約に基づく公社に対する本件土地の取得依頼それ自体が違法又は無

効な財務会計行為に当たるとするものと解し得ず，むしろ，原告らがその存

在を主張する損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権は，これらの行為が

有効である場合にのみ観念し得るものであることが明らかである。）から，

これら債権の行使を「怠る事実」を対象とする本件各監査請求が地方自治法

２４２条２項によって不適法となると解すべき理由もない。また，本件各監

査請求には，他に地方自治法上の適法要件を充足していないものと解すべき

点も認められない。

　そうすると，本件第一監査請求は適法であったにもかかわらず，違法に却

下されたものと解すべきところ，適法にされた住民監査請求が違法に却下さ
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　れた場合には，当該請求をした住民は当該監査結果の通知を受けた日から３　

０日以内に住民訴訟を提起することも，地方自治法上の適法要件を満たす限　

りにおいて再度の住民監査請求を行うことも許されると解すべきである（平　

成１０年最判）。仮に，本件第一監査請求が不適法であるとしても，既に説　

示したところに照らすと，少なくとも本件第二監査請求は適法と解すべきで　

ある。

　　そして，本件訴えは，本件確詔書に基づく本件土地の買取りを府に直ちに　

求めることを怠って和泉市に損害を与えている井坂に対する損害賠償請求権　

の行使を怠る事実の違法確認を主位的請求として，原告らが本件第二監査結　

果の通知を受けた日から３０日以内に提起されていることが明らかであるか　

ら，本件第二監査請求のみが適法であったと解される場合はもとより，本件　

各監査請求のいずれもが適法と解される場合であったとしても，地方自治法　

２４２条の２第２項１号の定める出訴期間内に提起されたものというべきで　

ある（平成１０年最判参照）。また，府に対する信義則違反（契約準備段階　

における過失）を理由とする損害賠償請求権の行使を怠る事実の違法確認を　

求める予備的請求は，上記出訴期間を経過した後である平成１９年２月に追　

加されたものではあるが，被告がその追加について特段の異議をとどめずに　

棄却答弁を行っていることに加え，上記予備的請求は，府が本件確詔書に基　

づいて本件土地の買取義務を負っているにもかかわらずこれを行わないとい　

う，主位的請求と同一の事実関係を基にしてこれを再構成したものであるに　

すぎないことがその主張自体から明らかであって，このような主位的請求と　

予備的請求との間に存する関係等にかんがみると，追加提起に係る予備的請　

求に係る訴えを当初の主位的請求に係る訴えの提起の時に提起されたものと　

同視し，出訴期間の遵守において欠けるところがないと解すべき特段の事情　

があるというべきである。

（3）これに対し，被告は，同一の財務会計行為について例外的に再度の住民監
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　　査請求が許されるのは必要な補正がされた場合に限られるところ，本件第二　　

監査請求は，必要な補正を経ていないことにより，本件第一監査請求と全く　　

同一の内容であることを理由に却下されているから不適法であり，したがっ　　

て，本件訴えは，本件第一監査結果の通知を受けた日から３０目の出訴期間　　

を経過した以降にされている点で不適法である旨主張する。しかしながら，

　　前記のとおり，適法な住民監査請求を違法に却下された住民が再度の住民監　　

査請求を行うことを選択した場合において，違法な却下理由に応じた何らか　　

の補正を行わなければ再度の住民監査請求を適法に行うことができないと解　　

すべき法令上の根拠は見当たらない（平成１０年最判も，当該住民が住民訴　　

訟の提起によらずに再度の住民監査請求を行う際の合理的な動機の一つが住　　

民監査請求の補正にあることを例示したにとどまり，そのような補正を再度　　

の監査請求の適法要件として位置付けているものとは到底解することができ　　

ない。）から，仮に本件第一監査請求が不適法であったとしても，これと同　　

一の怠る事実を対象とする本件第二監査請求を不適法と解すべき理由はなく，

　　被告の上記主張は採用することができない。なお，本件各監査請求ひいては　　

本件訴えにおいてその管理を怠ることが違法であると主張されている「財

　　産」とは，公社に属する本件土地ではなく，和泉市に属するその債権（前記　　

各損害賠償請求権）であると解されることは，既に説示したとおりである。

　（4）したがって，本件訴えは，適法な住民監査請求の前置及び出訴期間の遵守　　

に欠けるところがないというべきである。

２　争点２（主位的請求の当否）について

　田　原告らは，本件確詔書が，府教育委員会を予約完結者とする本件土地に関　　

する売買の一方の予約（民法５５６条），又は少なくとも売買の予約であっ　　

て，府教育委員会は，平成１２年度末までに予約完結権を行使するか，少な　　

くとも和泉市からの本契約の申込みがあれば予約義務者としてこれを承諾す　　

る義務があった旨主張する。しかるところ，予約完結の意思表示によって売
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　買契約が成立する売買の一方の予約であれ，予約権利者が売買の申込みをし　

た際に予約義務者がその承諾をすることを要する売買の予約であれ，それが　

有効に成立しているといえるためには，移転されるべき財産権及び支払うべ　

き代金が確定され，又は確定され得るものであることが必要である。それと　

ともに，普通地方公共団体間で取り交わされた売買の一方の予約ないし売買　

の予約が，両当事者を法的に拘束する効力を持つといえるためには，それが　

当該普通地方公共団体を適法に代表する権限のある者同士によって締結され　

たものでなければならないというべきである。

（2）そこで検討するに，確かに，本件確詔書において，対象となるべき土地は　

地番及び面積で特定されており，かつ，その取得価格も，実勢価格に基づい　

て算定するものとされていることからすれば，当該価格は府と和泉市との間　

で本件土地に係る売買契約が完全かつ有効に成立した時期における時価（正　

常価格）として確定され得ると解することができ，これらによれば，本件確　

詔書において成立すべき売買契約は目的及び代金という基本的内容が一義的　

に確定し得るものとして規定されていたということができる。加えて，前記　

前提となる事実において摘示したような本件決裁書の表書の記載や，証拠

　　（甲３０，証人灰掛薫）によって認められる大塚次長（本件確詔書において　和泉市側を代表していた。）の認識等からすれば，本件確詔書を取り交わし　た際，少なくとも府と和泉市の双方の教育委員会における実務担当者は，本　件土地は，公社を通じて和泉市において暫定的に先行取得するが，詳細な時　期は不明ながらも，数年以内に府がその時の時価で買い上げることで合意し　たものと理解していたことが推認されるというべきである。

　　しかしながら，他方，本件確詔書における確認の主体は，府教育委員会と　

和泉市教育委員会であって，取得価格が８億円を超える本件土地の譲渡につ　

いて当該普通地方公共団体を代表する権限を有するとは解し難いこと（地方　

教育行政の組織及び運営に関する法律２４条３号，４号は，教育財産を取得
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　し，及び処分すること，教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこ　

とをいずれも地方公共団体の長の職務権限として規定している。），本件確　

詔書に記名捺印したのも府教育委員会側がその文化財保護課長，和泉市教育　

委員会側が教育次長であり，それぞれ府及び和泉市のみならず，府教育委員　

会及び和泉市教育委員会を代表する権限を有しているとも認め難いこと，本　

件確詔書においては，和泉市教育委員会が本件土地を取得することは明確に　

されているものの，府教育委員会は，「遅くとも池上曽根遺跡にかかる古代　

ロマン再生事業の最終年度を目途として」本件土地の取得に関する協議を申　

人れることのみを約束する形となっており，その文言上府が本件土地を平成　

１２年度末までに取得する旨確約しているとは解し難いこと，などからする　

と，和泉市側で本件決裁書によりその市長までの決裁を内部的に了している　

という事実をしんしやくしてもなお，本件確詔書は，和泉市及び府を法的に　

拘束する売買の一方の予約ないし売買の予約と解することは困難であるとい　

うほかない。そして，上記のような本件確認書の体裁及び記載文言等からす　

れば，本件確認書は，前記のとおり府及び和泉市の各教育委員会の実務担当　

者間において本件土地を和泉市が先行取得した上府において買い取る旨の合　

意が成立したことを受けて作成されたものであるとしても，その法的効力に　

ついては，上記の内容を双方の政治的ないし道義的目標として相互に確詔す　

る趣旨の基本合意（取り決め）ないしいわゆる紳士協定にすぎないものと解　

されるのであって，他にこれが両地方公共団体を法的に拘束するものである　

ことを認めるに足りる的確な証拠はない。

（3）これに対し，原告らは，①　府が，買収期限を過ぎた平成１３年度以降，

　本件土地を駐車場として利用するとしてその賃貸料を公社に支払っていると　

ころ，平成１３年度及び同１４年度の金額は駐車場の賃貸料としては高額に　

過ぎ，本件土地取得額に対する金利とほぼ同額であることからしても，本件　

土地の買取りができない代償として府が金利相当分を支出していたものとみ
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得ること，②　府は，本件土地の保有に伴う金利負担のうち駐車場としての

賃貸料では不足する部分を平成１８年度大阪府市町村振興補助金で補填する

よう提案し，和泉市がそのとおり要望した上で上記補助金を平成１８年度補

正予算の歳入に追加計上していること，③　本件決裁書表書の記載，④　平

成１７年９月２９日の和泉市市議会における原告小林昌子に対する答弁にお

いて，和泉市社会教育部理事が，本件土地は府からの依頼に基づいて先行取

得したものである旨答弁していること，⑤　大塚次長が，和泉市担当者の事

情聴取に対し，本件土地については府が買い上げるが，とりあえず和泉市が

先行取得することが決まったものであり，その約束事として本件確詔書を交

換したものである旨述べていること，⑥　平成１９年度大阪府当初予算に対

する市町村要望に，府が平成１２年度末までに本件土地を買い上げることを

約していた旨の記載があること，⑦　和泉市が提出した平成９年２月２８日

付けの「公共事業に伴う用地の取得願いについて（文化財保護事業用地）」

において，本件土地の買戻し時期が平成１３年３月とされていたこと，等の

事情を挙げ，本件確詔書が法的に拘束力を有することの証左であるとする。

　しかしながら，前記（2）で認定した事実に照らすと，①及び②については，

府が，その財政事情の悪化により本件土地の買上げを行う目途が立たないこ

とから，本件確認書の内容及びこれが作成された経緯等にかんがみ，これに

よる和泉市側の財政的負担を少しでも軽減するための施策の一環として，政

策的配慮から賃貸料や補助金の支出を行っているものとみても矛盾はないし

③，⑤及び⑦についても，それ自体は和泉市側の実務担当者，特に大塚次長

の認識を示しているにすぎず，本件確認書の法的性格に関する前記認定と矛

盾するものではない（証拠（甲３ ０，乙３ ３，証人灰掛薫）によれば，本件決裁書の表書は，大塚次長の指示に基づいて記載されたものであることが認められる。）。また，④については，本件土地の取得が府からの依頼に基づくことが認められるとしても，そのことだけから府が当然に本件土地を最終
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　　的に和泉市から買い上げるべき法的義務が生じるとは解し難いし，⑥につい　　

ては，証拠（乙６）上から明らかなとおり，上記要望書は和泉市ではなく自　　

由民主党大阪府議会議員団の要望を記載しているものにすぎず，その内容に　　

和泉市からの陳情等が反映されているとしても，直ちにこれを和泉市の正式　　

な認識と同視することはできないというべきである。

　（4）したがって，本件確詔書が府教育委員会ないし府を予約完結者とする和泉　　

市との間の本件土地に関する売買の一方の予約であるとか，府教育委員会な　　

いし府を予約義務者とする和泉市との間の売買の予約であると解することは　　

できないから，これを前提とする原告らの主位的請求は理由がない。

　　　なお，主位的請求に係る原告らの主張には，本件確詔書自体には直ちに原　　

告らの主張するような法的拘束力は詔められないとしても，本件確詔書を取　　

り交わした経緯等に照らすと，和泉市長の職にある井坂には，府に対し，本　　

件土地の買取りを直ちに求め，これを実行させることにより，和泉市の損害　　

の拡大を防止すべき法的義務がある旨の主張が含まれるものと解する余地も　　

あるが，後記３において認定説示するところからすれば，井坂に上記のよう　　

な法的義務を認めることもできないというべきである。

３　争点３（予備的請求の当否）について

　（1）府が本件確認書に基づいて本件土地の取得義務を負っているとは解し難い　　

ことは前記２で詔定説示したところから明らかであるから，府がこのような　　

義務を負っているにもかかわらず，これを履行せずに和泉市に損害を与えて　　

いるとする原告らの主張は，その前提において失当である。

　（2）もっとも，原告らの主張は，本件確詔書自体には直ちに原告らの主張する　　

ような法的拘束力は詔められないとしても，本件確詔書を取り交わしたこと　　

により，本件土地の売買契約の締結に向けて府は和泉市との間でその準備段　　

階に入ったのであるから，信義則上，その過程で和泉市に損害を及ぼさない　　

ようにすべき法的義務があるにもかかわらずこれに違反した結果，和泉市は
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府に対する損害賠償請求権を取得したのであり，和泉市はその行使を怠って

いるとの趣旨に善解することも不可能ではないので，その当否について念の

ため以下検討する。

　証拠（甲１ ５，１９，２０，２６，２９，乙６ないし８，１１，２６，３０，３

３，証人灰掛薫）及び弁論の全趣旨によれば，本件土地の取得前後における経緯等について，以下の事実が認められる（なお，前提となる事実等において既に摘示している事実についても適宜含めることとする。）。

ア　本件土地は，間口北東側約１ ００メートル，奥行北西側約４０メートル　のほぼ長方形状の園地で，路面と等高の平坦地であり，北東側で府道泉大　津美原線（幅員約５メートルの舗装道路），北西側で市管理道路（幅員約　６メートルの舗装道路）に接面している。また，ＪＲ阪和線の信太山駅ま　で徒歩約１０分程度の距離にある。

　　本件土地は，平成９年１月の時点において，一般住宅のほか事業所等が　

混在する地域に位置しており，都市計画法上の規制は主に第１種住居地域　　

（建ぺい率６０パーセント，容積率２００パーセント），一部は準住居地　

域（同）であり，上水道は整備されているが，都市ガス及び公共下水道は　

未整備であり，近隣地域も，上水道はおおむね整備されているが，都市ガ　

スは一部で整備されているにすぎず，公共下水道は未整備であった。

イ　公示価格（基準日は１月１日）でみた大阪府内の住宅地の地価動向は，

　昭和５８年を１ ００とした場合，平成３年に３０４．８を記録した後は平　成１８年まで一貫して下落しており，平成８年が１

７０．０，同９年が１　６６．０，同１０年が１

６３．０，同１１年が１ ５２．９，同１２年が１　４２．９，同１３年が１

３２．８であり，同１８年は９ ５．６となってい　た。地価の対前年変効率は，平成４年に－２

４．５パーセント，同５年に　－１６．０パーセントといずれも２桁の下落を記録した後も着実に下落し，

　平成８年は－４．４パーセント，同９年は－２．４パーセント，同１０年
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　は－１．８パーセント，同１１年は－６．２パーセント，同１２年は－６．

　５パーセント，同１３年は－７．１パーセントであり，同１８年は－１．

　９パーセントとなっていた。もっとも，大阪府内の商業地の地価動向につ　

いてみると，平成１８年の対前年変動率は平成３年以来１５年ぶりに上昇　

に転じていた（１．２パーセント）。

　　なお，固定資産評価のために設定された弥生文化博物館北側道路の路線　

価は，平成９年度から同１１年度までが１平方メートル当たり１１万７０　

００円，平成１２年度から同１４年度までが同１０万４０００円，平成１　

５年度から同１７年度までが同８万１０００円，同１８年度以降は６万１　

０００円となっていた。

ウ　府，和泉市及び泉大津市は，池上曽根遺跡の史跡整備や発掘調査等によ　

って出土した土器や石器等やその調査記録を分散して保管しているが，そ　

の分量は，平成１８年１２月現在で府が１万３１９０箱，和泉市が５８３　

６箱，泉大津市が１ ３５箱の計１万９１６１箱（１箱は内法３５センチメ　ートル，５４センチメートル及び１５センチメートル）となっていた一方，

　弥生文化博物館には府の保管分のうち６７５箱が収蔵されていたにとどま　

っていたため，これらを一か所に集めて調査研究や歴史文化の総合的学習　

のために活用する必要から，（仮称）池上曽根遺跡研究センターの設置を　

構想しており，和泉市は，本件土地の公社による取得後，府が主体となっ　

て本件土地上においてその設置を行うよう強く働きかけを行っていた。も　

っとも，上記センターの具体的内容やその設置に向けた段取り等について　

は現時点においてもなお確たるものは存在していない。

エ　史跡公園は，ＪＲ阪和線の信太山駅から徒歩７分，南海本線松ノ浜駅か　

ら徒歩２０分の距離にあるが，国道２６号線と府道池上下官線が交叉する　

位置にあるため，自動車での来園も容易であるところ，史跡公園内の駐車　

場は，いずれも第２期整備事業予定地内の３か所に２３０台分が臨時駐車
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　　場として設置されているのみで，第２期整備事業が終了してしまうと駐車　　

場用地がなくなってしまう関係にあった。現在，府は，本件土地を，弥生　　

文化博物館に大型バスで来館する者のため，来園者が集中する春期の３か　　

月間，公社から借り上げて駐車場として使用している。なお，第２期整備　　

事業は，平成１７年度までの時点では同２２年度末に完了する予定であっ　　

たが，同１８年度における文化庁との協議の結果，完了時期は同３１年度　　

末へと延期されていた。

　オ　和泉市教育委員会は，平成９年２月２７日，和泉市長に対し，本件土地　　

につき，「公共事業に伴う用地の先行取得願」を提出した。その事業名は　　　

「文化財保護事業」とされており，「事業の実施を必要とする理由」には，

　　現在整備事業を実施中の史跡公園と弥生文化博物館を一体化したものとし　　

て活用するために，大型車の駐車場及び池上曽根遺跡の総合学習センター　　

建設用地として最適の土地である旨が記載されていた。

　力　本件土地については，平成１８年１月に行われた府と和泉市との間の協　　

議において，今後３年の問に解決の具体策を出していく旨が確認されてお　　

り，これを受けて，和泉市は，平成１８年度から同２２年度までの５年間　　

を対象とする「土地開発公社の経営の健全化に間する計画」において，本　　

件土地を平成２１年度に府との協議により処分することとしている。

（3）前記前提となる事実等及び前記認定事実を総合すれば，①　池上曽根遺跡　

は，その規模及び内容等に照らし，史跡として高度の文化的価値を有するも　

のと認められ，その整備，保存は，学術研究に資することはもとより，地域　

住民を始め広く国民の社会教育の振興に寄与するものであること，②　本件　

土地は，史跡としての指定範囲には含まれないものの，その位置関係等に照　

らし，池上曽根遺跡の整備，保存事業を進める上で様々な用途にその活用が　

期待され，当該事業に必要かつ有益な土地ということができること，③　和　

泉市が公社に本件土地を先行取得させたのは，府に依頼されたことのみによ
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るものではなく，和泉市としても池上曽根遺跡からの出土品を保管して展示

するための施設（（仮称）池上曽根遺跡研究センター）の敷地や，史跡公園　

（和泉市及び泉大津市が管理するものと認められる。）の駐車場用地として

本件土地が有効活用されることを期待しており，本件土地の取得はそのため

の布石という側面をも有していたこと，④　（仮称）池上曽根遺跡研究セン

ターについては，その大まかな構想しか存在しておらず，その事業主体や費

用の負担割合もいまだ確定していないこと，⑤　大阪府がこれまで本件土地

の買取りを見合わせてきたのは，その財政事情の悪化によるものであって，

池上曽根遺跡の文化的価値及び同遺跡の整備，保存事業における本件土地の

必要性，有用性にかんがみると，府が本件土地を取得する可能性が社会通念

上皆無であるとはいえない上，府が本件土地を買い取る際の価格についても，

今後の地価の動向や本件土地周辺の上下水道及び都市ガス等のいわゆるイン

フラ等の整備状況，府の財政状況等によっては現在の地価よりも上昇し，そ

の上昇幅が公社による本件土地の取得資金に係る金利相当額等を上回る可能

性も否定できないこと，以上のとおり認められる。以上に加えて，そもそも，

文化的価値を有する史跡の整備，保存やそれを通じての社会教育の振興等は，

国及び地方公共団体（都道府県及び市町村）が適切な役割分担と相互の協力

の下に行われるべきものであること，史跡池上曽根遺跡整備事業は，同遺跡

の存在する和泉市及び泉大津市が事業主体として実施するものとされている

ことなどをも併せ考えると，平成８年の時点において府及び和泉市の各教育

委員会の実務担当者間において本件土地を和泉市が先行取得した上府におい

て買い取る旨の合意がされ，それを受けて本件確詔書が作成された経緯をし

んしやくしてもなお，信義則上，府において和泉市に損害を及ぼさないよう

早急に本件土地を買い受けるべき法的義務が生ずるとまでいうことはできな

いのみならず，現時点において府がその義務に違反して和泉市に損害を与え

ているということもできない。
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　　（4）したがって，いずれにせよ，原告らの予備的請求も理由がないといわざる　　　

を得ない。

第４　結論

　　　以上のとおりであるから，原告らの請求はいずれも理由がないので棄却する　　

こととし，訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条，民訴法６５条１項本　　

文，６１条を適用して，主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第２民事部

裁判長裁判官

裁判官

裁判官

西

岡

石

川

田

川

知　一　郎

幸

慧

人

子
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１ ９ ０番１

宅地

１２９５．８６�

和泉市池上町

１ ９ １番

宅地

１１０４．１３�

和泉市池上町

１ ９ ２番

宅地

１ ０ ３ ４．７１�和泉市池上町

１ ９ ３番

宅地

５５２．０６�

和泉市池上町

１ ９ ４番１

宅地

４４６．２８�

和泉市池上町

８６５番

宅地

３６．３６�
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これは正本である。

平成２０年９月１９日

　大阪地方裁判所第２民事部

　　　裁判所書記官　　石　井　智　世
ＱＩ
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