
事実証明その１
和泉市土地開発公社財産明細 H16.03.31現在 （単位千円）

(a) (b) (b)-(a)

事業名 取得価格 期間利子 帳簿価格 実勢価格 損失 処分方針 処分予定年度

一般公共事業用地 北信太駅前線用地 124,362 14,720 139,082 47,605 -91,477 当初用途で市が再取得 H23以降

松尾寺公園用地 55,203 115,779 170,982 145,992 -24,990 当初用途で市が再取得 H19

丸笠団地南用地 43,930 176,259 220,189 108,363 -111,826 当初用途で市が再取得（一部売却） H19

和泉府中駅前等整備事業用地 331,157 306,660 637,817 116,001 -521,816 当初用途で市が再取得 H17-19

文化財保護用地 841,029 55,026 896,055 313,609 -582,446 大阪府との協議により処分 H21

北部リージョンセンター整備事業用地 1,261,117 78,951 1,340,068 1,001,101 -338,967 当初用途で市が再取得 H22

横山総合保育園整備事業用地 119,452 6,645 126,097 109,408 -16,689 社会福祉法人へ売却 H19

消防署横山分署整備事業用地 60,050 3,158 63,208 51,360 -11,848 当初用途で市が再取得 H19

勝江川改修事業用地 7,828 246 8,074 6,654 -1,420 当初用途で市が再取得 H17-19

北部地域公共施設事業用地 1,794,804 6,013 1,800,817 1,754,086 -46,731 当初用途で市が再取得 H22

伯太町1丁目（１） 319,649 1,290,105 1,609,754 525,363 -1,084,391 用途変更し市が再取得 H21

伯太町1313番３ 100,604 2,921 103,525 111,079 7,554 用途変更し市が再取得 H20

計 5,059,185 2,056,483 7,115,668 4,290,621 -2,825,047

大阪府施行事業用地大阪府和泉泉南線用地 29,980 126,421 156,401 36,490 -119,911 大阪府との協議により処分（一部売却 H22

一般処分事業用地 伯太町1丁目（４） 51,788 208,471 260,259 64,778 -195,481 民間へ売却 H23以降

岸和田南海線用地 9,656 43,252 52,908 26,407 -26,501 民間へ売却 H21

換地対策事業用地 18,034 47,836 65,870 83,895 18,025 民間へ売却 H23以降

計 79,478 299,559 379,037 175,080 -203,957

5,168,643 2,482,463 7,651,106 4,502,191 -3,148,915総計







事実証明その４－１ 和泉市議会議事録 

 

平成16年第2回定例会 土地開発公社決算 

 

◆21番（小林昌子君） 21番・小林昌子です。 

 決算書の13ページの文化財保護事業用地として、随分のお金が計上されています。どういう事業計画が

あって取得されたのか御説明ください。 

 

◎総務部理事兼契約管財課長（北村元信君） 総務部の北村でございます。 

 決算書13ページの文化財保護事業用地でございますが、この土地につきまして、場所は池上町の府立

弥生博物館西側に位置する4,502平米の土地でございます。取得の経過につきましては、平成９年２月、平

成８年度末ですけれども、文化財保護事業用地といたしまして市の教育委員会から先行取得依頼がござ

いましたので、この依頼に基づきまして公社の方が取得したということでございます。 

 

◆21番（小林昌子君） 違うんです。私は教育委員会が先行取得をしてほしいというふうに言われたのは、

事業計画があってのことでしょうと。だから、そのプランとはどういうことですかということをお伺いしている。 

 

◎教育次長兼社会教育部長（大谷幸廣君） 教育委員会の大谷でございます。 

 ただいま小林議員さんの御質問に対してお答え申し上げます。 

 先ほど北村理事の方から御説明ございましたように、当該地につきましては府立弥生文化博物館の西側

の隣接地でございます。ここは実は工場があったところでございますけれども、この工場が閉鎖されまして、

分譲住宅あるいは共同住宅用地として売却される動きがあったわけでございます。そのことで、大阪府教

育委員会と協議いたしまして、池上曽根遺跡地内にあります、また史跡公園にも非常に近いということから、

史跡公園、弥生文化博物館とあわせまして、池上曽根遺跡と弥生文化を学習できる場といたしまして、一

体化した活用を図っていきたいと。そしてまた、このことで周辺の景観も整備していけるということがござい

ました。このような理由から、文化財保護事業用地といたしまして、開発公社で先行取得をお願いしたもの

でございます。 

 以上でございます。 

 

◆21番（小林昌子君） 今の御説明では出てきませんでしたが、私が事前に説明を求めた範囲では、大阪

府教育委員会から一定頼まれたという形で市の教育委員会が先行取得したと、こういうふうに伺いました。

そういう経過があるなら、大阪府の教育委員会としてのプラン及び和泉市が先行取得して、必ず大阪府が

それを買い戻すなりの覚書とか確約書のたぐいはあるのかというふうにお尋ねしましたら、そのあたりは明

確ではございませんでした。 

 平成８年に取得して、８億8,900万円以上のお金が、金利も年間1,200万円ずつですか、かかっているよう

な土地ですので、これを何年も、今は平成16年で８年以上動いていないですよね。こういうことをずっと持っ

ているだけの、和泉市は財政的な余裕も今はなくなってきていると思いますので、大阪府とこの土地の買

い戻しについて、どういうふうな話し合いをされているのかお聞かせください。 

 

◎教育次長兼社会教育部長（大谷幸廣君） 教育委員会の大谷でございます。 

 池上曽根遺跡公園の第１期工事事業が竣工いたします平成12年度を目途といたしまして、大阪府教育

委員会に買い上げていただくということで協議をしておったわけでございます。しかしながら、大阪府の方も

財政事情等によりまして買い上げがおくれているという状況にあるわけであります。市といたしましても、大

阪府に対しまして早期に買い上げていただくよう要望を繰り返しているところでございます。 

 以上でございます。 

 



◆21番（小林昌子君） 平成12年度を目途として買い戻していただくという計画が、平成16年度現在も何ら

動きがないような状況で、大阪府の財政は御存じのように全国の都道府県でもワーストワンという状況で、

これが好転するというような兆しは今のところ見えていません。そのような状況の中で、幾ら要望しても、要

望は要望です。契約でもありません。そのあたりを要望に終わるのではなく、大阪府の教育委員会に申し

入れて、必ずこの土地をいつまでをめどにして買い上げるなり買い戻すなりというような覚書をしないことに

は、これは市民の税金で買った土地ですよね。金利も1,200万円ずつ払っている、駐車場用地としての代金

を大阪府から平成13年度は1,800万円いただいていたけれども、15年度は大阪府の財政状況が非常に悪

くなったということで460万円にぐんと下がり、今年度は600万円というふうに伺いましたけれども、こんな状

況でしているというのは本来おかしいと思います。幾ら公と公の信頼が置ける約束であったとしても、財政

の状況は当初計画したような12年度買い戻しということでは動いておりませんので、大阪府と和泉市の間

で覚書とか確約書とかというたぐいをつくることについてのお考えをお聞きいたします。 

 

◎教育次長兼社会教育部長（大谷幸廣君） 教育委員会の大谷でございます。 

 府と市の信頼関係ということから、これまでもこういう書面としたものはないものでございます。したがいま

して、引き続き市といたしましては、府に対して粘り強く要望していきたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

 

◆21番（小林昌子君） 教育委員会の方はそういうふうに御答弁されましたけれども、一般的に和泉市が公

とこういうようなたぐいで話を進めるときに、今回の教育委員会が言われるように信頼関係に基づいて、何

ら契約書に類するようなものを交わさないで買った、あるいは買っているという事例はありますか。担当部

局お答えいただけますか。 

 

◎総務部理事兼契約管財課長（北村元信君） 総務部、北村です。 

 土地の売買というたぐいじゃなくて、契約という一般論でお答えさせていただきたいと思いますが、通常は

議員御指摘のとおり何らかの文書によりまして取り交わすということになろうかとは思いますが、いわゆる

信頼関係によりまして文書を作成せずに約束を取り交わすということも、場合としてあり得るのではないか

というふうに認識しております。 

 

◆21番（小林昌子君） いやいや、認識の問題ではなくって、そういう事例がこの和泉市であるのですかと。

あるんであったら、どのぐらいあるのか教えてください。どことなのか。 

 

◎参与兼総務部長（井阪弘君） 総務部の井阪でございます。 

 各道路用地とか、そういった各事業別といいますか、種別によりまして、それぞれの原課の方に府の方か

ら依頼があると認識しておりますけれども、実際口約束で、口頭でされているかという部分についてはちょ

っと今のところ把握できておりませんので、また後日、議長さんとも相談申し上げまして御報告申し上げよう

と思います。よろしくお願い申し上げます。 

 

◆21番（小林昌子君） いやいや、仮にあったとしても、私は市民の大切な税金をお預かりして、ここの自治

体を経営するという和泉市の立場からは、億という、しかも９億近いお金を幾ら大阪府とはいえ、口約束だ

けでそんなことをするということ自体がまず問題ですし、平成12年度に買い戻すという約束が履行されてい

ないんだったら、平成12年度のあたりで約束が守られなかったから、幾ら信頼関係があるとはいえ、市とし

ては市民に説明責任がつかないので、この時点でなぜ覚書なり確約書なりのことを言わないで、16年度ま

でずるずるきてしまって、なおかつ私が質問したこの時点ででも要望していくというようなことを答弁とされる

というのは、やっぱり行政の責任ある立場の方が、私は発言すべきではないと思います。 

 やっぱり早急に、幾ら大阪府の財政状況が悪いとはいえ、大阪府が頼んでとりあえず取得したわけでしょ

う。そしたら大阪府にその責任はあるんだから強行に言って、12年度をもうはるかに越えているんですから、



早急に買い戻しなり何らかの対策をしていただくように、要望だけではだめですよ。契約書なり、あるいは

覚書を交わすというふうに、向こうに約束を取りつけていただかないと。池上曽根遺跡の一体化の計画が

あるとはおっしゃいましたけれども、ここの土地と池上曽根遺跡の間には、まだ現実に民家とかいっぱい建

っていますでしょう。そしたら、一体化で整備するとしても、まず間にある民家なり建物なりをどうにかしてい

かないといけないんですから、これから一体化するにしてもかなりの年月を要するわけですから、少なくとも

この土地に関しては、大阪府と覚書あるいは確約書、必ず買い戻す、それも年次を入れて、早急に買い戻

しができないんだったら、そういう確約書をとっていただきたいというふうに、とるべきだと思います。そのあ

たり再度答弁願います。 

 

◎教育次長兼社会教育部長（大谷幸廣君） 教育委員会の大谷でございます。 

 小林議員さんの御指摘の点を踏まえまして、我々としてはどうしていくべきものなのかということを考えて

いきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

 

◆21番（小林昌子君） たくさんの仕事を抱えておられる中で、これだけではないと思いますけれども、やっ

ぱり行政の責任というのは何なのかと。これだけ９億近くのお金をずっと寝かせて、大阪府の要望に沿って

いるだけの和泉市の財政状況ではありません。先ほど市長は２億2,000万の黒字が出たとおっしゃいました

けれども、石尾中学校の体育館は昭和設立当時からずっと建てかえがないそうです。体育館を建てるのに

１億5,000万、6,000万かかるから、それがずっとたなざらしになっているような状況ですので、やっぱり税金

の使い方、めり張りをつけて、頼まれたから買うなんてことではなくって、自分の市のまちづくりにどういうふ

うな優先順位をつけるのかというところをしっかりと考えていただいて、早急に大阪府と対応していただいて、

また御報告ください、議会の方に。よろしくお願いします。 

 

 

 

一般質問 

◆21番（小林昌子君） 21番・小林昌子でございます。一般質問させていただきます。 

  ３点目、土地開発公社先行取得について。 

 文化財保護用地として取得した池上町190番地の１他５筆について、まず先行取得した土地とはどのよう

なものですか。取得価格はいくらで、取得に伴う新たな出費は発生していませんか。金額もあわせてお答

えください。 

 また、この土地は和泉市及び大阪府の関係者の話では、大阪府から依頼されて取得したと聞いています

が事実ですか。それが事実なら、なぜ府が直接買い上げずに和泉市が取得したのですか。以上をお聞き

します。 

  

 

◎教育次長兼社会教育部長（大谷幸廣君） 社会教育部の大谷でございます。池上曽根遺跡土地開発公

社先行取得につきまして、御答弁申し上げます。 

 まず、土地開発公社が先行取得いたしました土地の取得前の状況並びに取得価格についてでございま

す。当該地は、府立弥生文化博物館西側の隣接地の池上町190番地の１他５筆で、面積は約4,500平米で

ございます。織物工場跡地で倉庫として使用されておりましたものでございます。取得価格につきましては

８億3,577万7,800円でございます。 

 次に、取得に伴う新たな出費はないかということでございます。土地取得時に必要な鑑定委託料、測量

費、管理用フェンス設置工事等が発生してございます。合計で約500万円でございます。そのほか、先行取

得後の利子が発生しておるところでございます。平成15年度単年度で約1,200万円でございます。 

 次に、なぜ府が直接買い上げずに和泉市が取得したのかという件でございます。当該地が売却され宅地



等に開発される動きがございましたので、大阪府教育委員会と協議いたしまして、池上曽根遺跡と弥生文

化を学習できる施設を設置し、池上曽根史跡公園、府立弥生文化博物館をあわせて一体化した活用を図

っていくこと、また周辺環境も整備していきたいということから、（仮称）池上曽根遺跡研究センター用地とい

たしまして、和泉市土地開発公社に先行取得を依頼したものでございます。 

 当該地が売却され開発されるおそれがあるという緊迫した状況にございました。不動産業者や開発業者

に転売されることによりまして、地価が高騰するということも危惧されたわけでございます。そのことから、

緊急に買い上げる必要があるということになり、土地開発公社で先行取得したものでございます。 

 以上でございます。 

 

◆21番（小林昌子君） １点、答弁漏れがございます。公共用地の件で。 

 大阪府から依頼され先行取得したのは事実かとお聞きしましたが、御答弁いただいておりません。 

 

◎教育次長兼社会教育部長（大谷幸廣君） 社会教育部の大谷でございます。 

 土地の取得につきましては先ほども御答弁申し上げましたとおりでございます。周辺の環境も含めた整

備につきましては、府・市教育委員会で協議している状況下で、博物館隣接地に適当な土地がありました

ので、府教育委員会からの依頼に基づきまして取得したものでございます。 

 以上でございます。 

 

 

◆21番（小林昌子君）  

 続きまして、土地開発公社のことに移らせていただきます。 

 先ほど答弁が漏れていたということで確認いたしましたが、大阪府から依頼をされてこの土地を和泉市が

先行取得した、このことに間違いがないかもう一度お聞きしたいと思います。 

 それから、大阪府と協議してこの土地の取得を実行したということですが、そのときに買い戻し時期、買い

戻し条件が協議されたはずですが、その内容はどのようなものでしたか。また、その内容は書面で取り交

わしていますか。 

 大阪府が直接買い上げられなかった理由は、先ほどの答弁では、緊迫した状況や転売による地価の高

騰が懸念されたとのことですが、本当の理由は大阪府の財源の問題ではありませんか。 

 以上お聞きします。 

 

◎教育次長兼社会教育部長（大谷幸廣君） 社会教育部の大谷でございます。ただいまの小林議員さん

の再質問に対しまして御答弁申し上げます。 

 まず１点目の土地の取得でございます。これにつきましては、先ほども御答弁申し上げましたとおり、府

教育委員会からの依頼に基づきまして取得したものでございます。 

 次に買い戻し時期でございますけれども、買い戻し時期につきましては、史跡公園の第１期整備事業が

完成いたします平成12年度末を目途に府教育委員会と協議してまいりました。また、書面での取り交わし

はしてございません。池上曽根遺跡の史跡公園整備事業は、府、市が協調して実施してきている事業でご

ざいますことから、府、市の厚い信頼関係に基づくものであるということを何とぞ御理解いただきますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 また、先ほど御答弁で申し上げましたとおり、大阪府が直接買い上げられなかった理由は、大阪府の財

源の問題ではないかという件でございます。この件につきましては先ほども御答弁申し上げていますように、

開発に直面しているという予期せぬ緊急事態の中で、府、市間で協議いたしました結果、最終的に市の開

発公社で先行取得するということになったものでございます。 

 以上でございます。 

 

◆21番（小林昌子君） 議長、恐れ入りますが時間延長お願いいたします。 



 答弁漏れがありまして、買い戻しの時期はお答えいただきましたが、買戻し条件は当然協議されていたと

思うんですけれど、そのお答えがありませんので、それについてお答えください。 

 また、文書での取り交わしはなく口約束とのことですが、お互いの信頼関係から書面にする必要はないと

のことですけれども、８億円を超える事案であり、口約束というのはいかにも納得できません。お互いの信

頼関係があるなら、なおさら口約束の内容を書面で確認するのは何ら問題ないはずです。透明性を確保す

るにも、最低限書面での確認が必要と考えますが、いかがですか。 

 また、現在、大阪府への買い戻しの要望を出されているようですが、取得の経緯からして買戻しはお願い

するのではなく、当然の要求であると考えていますので、このあたりについてもお答えください。 

 大阪府の財政問題に引きずられてのことと思いますが、和泉市も例外ではありません。和泉市としてこの

ような土地を保有する余裕はないはずです。早急に買戻しを請求すべきと考えますが、いかがですか。 

 

◎教育次長兼社会教育部長（大谷幸廣君） 社会教育部の大谷でございます。再々質問に御答弁申し上

げます。 

 買戻し条件についての件でございます。この件につきましては、具体的な取り決めはしてございませんけ

れども、ただ買戻し価格につきましては、公社の先行取得であるということで、基本的には帳簿価格という

認識をしているところでございます。 

 次に、書面での確認の件でございます。府、市間の信義、信頼関係に基づきまして書面は交わしてござ

いませんけれども、毎年、市から府に対して買い上げを要望いたしております。それに対する府からの回答

をもちまして、府も買い戻しにつきまして十分御認識いただいているところでございます。 

 次に、買戻しを請求すべきという件でございます。府教育委員会とは毎年の予算要望以外にも、買戻しと

土地利用について幾度となく話し合いを持っておるところでございます。府教育委員会の見解といたしまし

ては、府財政が非常に逼迫している現状の中では、財政当局の理解も取りつけも非常に困難であるという

ことでございます。しかしながら、府教育委員会といたしましても、府、市の協調・連携の中で、池上曽根遺

跡公園の整備事業に取り組んできていることもあり、十分理解しているとのことでございます。 

 市教育委員会といたしましては、府に買い上げていただくまでの間、この土地を市土地開発公社に先行

取得していただき保有していただいている以上、バス駐車場としての借り上げなど、十分な活用を今まで以

上に強く府に働きかけてまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

 

◆21番（小林昌子君） 大阪府の事業のために大阪府から頼まれて、和泉市が平成12年の整備のときに

は買い上げるという一定の約束のもとに買い上げた土地を、自分の財政の都合で約束を反故にして、大阪

府は駐車場代としてわずか利息にも足りない分を払っているという現実の中で、こんな虫のいい話はない

ですよ。 

 和泉市はそれほど余裕がある財政ではありません。教育委員会、あるいは他の部署へ行ってもお金がな

い、お金がないと言っています。それなのにどうして大阪府のために８億数千万円、最初は８億3,000万円

だったのが、今は８億9,000万円近くに膨れ上がっております。しかも帳簿価格で買い上げるということは、

一定の認識であったというようなお話もいただいておりますけれども、それも口約束、すべて口約束です。

市民の皆さんからお預かりした税金を地方公務員法によれば、最少の費用で最大の効果を上げるという

ふうに記されています。その皆さん方がそんなことを口約束だけでできるというのは、私はおかしなことだと

思います。 

 府に早急に書面を提出をお願いするのは当たり前ですし、まして買い戻しの条件は話し合っていないん

ですか。答弁は先ほど話し合っていないように答弁されたと思いますけれども、それは12年の約束が履行

されるという前提ですから、12年の約束が履行されなかった時点で改めて話し合われなければならなかっ

たと思います。 

 この件につきましては、大阪府の職員の方にも行ってお聞きしました。そうしましたら、前任者から和泉市

とのこの土地のことについては、大阪府が活用を考え、大阪府が一定依頼したという認識は持っていると



いうふうなことはおっしゃいましたが、それらはすべて口約束であります。大阪府にも書いたものがないそう

です。じゃ口約束である以上、引き継ぎの際に何代か例えばこれが塩漬けになって５年、10年たっていくう

ちに、悪意でなくても引き継ぎを忘れた場合は、大阪府には書いたものがない。和泉市は幾ら大阪府が頼

んだんだと言ってもこちらもそれを証明するものがないとすれば、これは塩漬けの運命になる土地じゃない

ですか。そんなことでは困ります。 

 そのあたりは強く認識いただいて、教育委員会は、これは大阪府の教育委員長と和泉市の教育委員長

の間で、覚書なり協定書なりを交わしていただくように要望いたします。 

 最後に教育長にお伺いいたします。 

 今までのやりとりの中で、この土地に関して、大阪府教育委員会と和泉市教育委員会の間で一切の書面

がないことがわかりました。教育長はこの事実をいつお知りになりましたか。また、どのような説明をお受け

になりましたか。説明を受けたときの感想をお聞かせください。 

 また、書面がないことについて、市民の方、後ろにも傍聴の方が来てくださっていますが、市民の方に納

得のいく説明をお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

◎教育長（油谷巧君） 教育長の油谷でございます。先ほどからこの池上曽根史跡公園に関係する土地の

件で御質問をいただいております。 

 いつ知ったかということでございますけれども、私が教育委員会に参りましてそういう事実があるというこ

とを認識いたしました。 

 私の感想ということでございますけれども、確かにこの事案につきましては、書面での取り交わしがないと

いうことでございます。取引等の約束事につきましては、通常は仰せのとおり書面で取り交わすものという

ふうに考えられますけれども、先ほど来教育次長の方からお答え申し上げておりますように、この池上曽

根史跡公園整備事業に関しましては、府、市協調のもとに事業を進めてきているというものでございまして、

そのような背景もございまして、お互いの信義、信頼の関係の中で書面が取り交わされなかったものと私

は理解しておりまして、したがいまして今回の場合、今も申し上げましたように、府、市間の信義、信頼関係

に基づくものでございまして、本市からの要望に対する府回答などをもって、府も買い戻しについて十分認

識していただいておるというふうに理解しております。 

 そして、先ほど塩漬けというお話がありましたけれども、そうならないように毎年、府に対して要望を行っ

ておる。毎年の担当者もその認識を新たにしていただいておるということでございますので、決して塩漬け

になるというようなことはないと私は確信いたしております。 

 以上です 

 

◆21番（小林昌子君） 私は、市民の方に納得のいく説明をお願いしたんですが、そのあたりが抜けていま

すのでお願いできませんか。 

 例えば今、この傍聴の方に説明をするなら、教育長はどんなふうに御説明されますか 

 

◎教育長（油谷巧君） 教育長の油谷でございます。 

 今、申し上げたのが私の考え方であり、市の考え方ということでございますので、御理解賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 



事実証明その４－２ 議会議事録 

 

第２回定例会 

 

平成１７年  ７月 定例会（第２回）-07月04日－01号 

 

◆22番（小林昌子君） 22番・小林です。４点ほどお聞きいたします。 

 まず、16年度の決算書の13ページの文化財保護事業用地4,500平米を、これ、平成８年に大阪府から依

頼を受けまして８億3,577万7,800円で取得をいたしました。ここに書いてあるのは利息を含んでの値段で８

億9,000万ぐらいになっております。私は昨年の６月議会でこの文化財保護事業用地のこの件に関しまして、

大阪府と和泉市の間で交わした書面がなく、すべて口頭で処理をされている。私たち市民の税金が、この

ような多額なものが一切の書面なく口約束だけであるのはおかしい。早急に覚書なり協定書なりをつくって

いただくように要望をいたしましたが、その後の進捗状況はどのようになっているのかお聞かせください。 

 

◎教育長職務代理者教育次長兼社会教育部長（大谷幸廣君） 社会教育部の大谷でございます。 

 当該地につきましては、早期に大阪府に買い上げ、文化財用地として活用していただくように整備してい

ただきたいということで、かねてから要望しているところでございます。16年度以降につきましても、教育委

員会だけではなく、市長を先頭に、折あるたびに大阪府に対して早期買い上げを要望いたしておるところで

ございます。 

 府からは、この件に関しましては十分に認識しているので、早期に解決できる方式を引き続き検討してい

きたいというふうな口頭回答をいただいております。しかしながら、具体的に買い上げ年度をいつかというと

ころまで決定するところには至ってございません。 

 以上でございます。 

 

◆22番（小林昌子君） １点目の文化財保護用地ですけど、今の御答弁でもすべて口頭なんですね。私は、

事の是非はともかくとして、なぜ文書でもらわないのかということをずっとこの前からお願いしてるんですよ。

文書でもらえない理由があるんなら、そのことを文書にしてもらっといてくださいと。口頭なんていうのは、何

かのときに、担当者の引き継ぎとか、そんなことはないとは思いますけれども、だんだんニュアンスが変わ

っていくんですよね。ですから、再度、もう今回は言いませんけれども、文書で、市長もかわられたことです

し、大阪府に従来のやり方ではなく、少なくとも文書で何らかのこの件に関しての文言をもらっていただくよ

うに要望をいたします。 

 

第３回定例会一般質問議事録 

 

平成１７年  ９月 定例会（第３回）-09月29日－03号 】 

◆22番（小林昌子君） 22番・小林昌子です。 

２点目、文化財保護事業用地先行取得について、先日の総務文教委員会でもありましたように、教育委員

会は文化財保護事業用地に関する大阪府との確認書が存在したと認めました。ついては、２点質問いたし

ます。 

 １点目は、昨年の第２回定例会の私の質問に対し、以下のように答弁されています。 

 １、当該用地の先行取得について、大阪府との間には一切の文書は存在しない。信頼関係に基づく行為

である。２、この用地の取得は、大阪府からの依頼に基づくものである。３、和泉市が取得したのは、予期

せぬ開発に直面し、大阪府と協議して緊急対応で行ったものである。４、大阪府とは、平成12年を目途に買

い上げを協議。５、そのときの買い上げ価格は帳簿価格と認識でありますが、答弁を修正するおつもりはあ

りませんか 

 



◎社会教育部長（坂上宣要君） 社会教育部の坂上でございます。 

 文化財保護事業用地の先行取得に係ります数点の御質問にお答え申し上げます。 

 まず、昨年の第２回定例会における一般質問に関する答弁についての修正でございますが、当時は確

認書がなかった上での答弁でございまして、正しいと認識いたしておりましたので、修正する必要はないと

考えております。 

 しかし、このたび確認書を発見したことによりまして、答弁内容と異なる点がございますので、その内容に

つきまして御報告申し上げるとともにおわび申し上げます。 

 １点目の当該用地の先行取得について、大阪府との間には一切の文書は存在しない。信頼関係に基づ

く行為であるということにつきましては、８月４日付で議員各位に御報告申し上げましたとおり、確認書を発

見したところでございます。 

 次に、５点目のそのときの買い上げ価格は帳簿価格と認識していると答弁いたしたことにつきましては、

確認書では実勢価格に基づく算定となっていたところでございます。 

 また、２点目の大阪府からの依頼に基づくものであると答弁いたしておりましたことにつきましては、説明

不足の点もあったかと思いますので、改めて説明をさせていただきます。 

 当該地は、府立弥生文化博物館と史跡池上曽根遺跡に挟まれ、史跡公園と博物館を一体的に活用する

上で重要な場所であり、ここに開発等が実施されれば、今後の活用上、大きな支障が生じることから、府に

文化財保存事業用地として確保されるよう要望しましたところ、府は必要であると判断し、市に先行取得依

頼があったものでございます。 

 ４点目の、大阪府とは平成12年度を目途に買い上げを協議の件につきましては、平成10年度から毎年府

予算への要望として本件の早期買い上げと整備を要望してまいってございます。それに対しまして、大阪

府から整備事業を進めていく中で検討してまいりたいという回答を得ていたところでございます。 

 なお、本件につきましては、これまでの議会で文書がないと答弁いたしておりましたことにつきましては、

深く反省しおわび申し上げます。 

 続きまして、経緯の結果、整理結果についてでございますが、平成17年、市議会第２回定例会終了後、

市長から本件につきましての経過を聞かれ、開発公社が先行取得した経緯と、16年第２回定例会における

内容について説明しましたところ、当初からの関係書類を再度調査し、事実確認と経緯の整理を行うよう指

示を受けたところでございます。 

 経緯の整理を行うため、本件土地買い上げ関係書類だけでなく、池上曽根遺跡整備事業に係る一連の

書類を調査いたしましたところ、７月末に書庫内にある当該土地買い上げ関係とは別の池上曽根遺跡整

備関係文書つづり内から確認書を発見いたしました。 

 その後、市長に確認書を発見した旨とともに、確認書の内容につきまして口頭で説明を行い、あわせて再

度経過説明を行いました。 

 また、小林議員から平成16年７月20日付で情報公開の申し出がありました際、府との間の文書はないと

回答させていただいておりましたことから、本年８月２日に小林議員に確認書があった旨を報告させていた

だき、８月４日付で市議会議員各位に確認書を発見したこと及びその内容につきまして御報告させていた

だいたところでございます。 

 なお、土地の取得の協議の申し入れでございますが、先ほどもお答え申し上げましたが、平成10年度か

ら買い上げの要望をいたしておりますが、現在のところ府から協議の申し入れはございませんので、現在

も早期買い上げの要望をいたしておるところでございます。 

 以上でございます。よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

◎社会教育部理事（大谷幸廣君） 社会教育部の大谷でございます。 

 古代ロマン再生事業の内容についてでございますけれども、この古代ロマン再生事業と申しますのは、

文化庁の補助金事業名でございまして、池上曽根遺跡の第１期整備事業、すなわち平成７年度から平成

12年度までの６年間で実施した事業でございます。 

 以上でございます。 



 

◆22番（小林昌子君） はい、ありがとうございました。 

先ほど、答弁では前回の発言を修正しないということでありましたが、非常に残念な答弁であります。しか

し、ここでやり合っている時間はありませんので、次に行きます。 

 まず、確認書の存在について。確認書の存在を知らなかったという答弁でありましたが、そのようなことが

本当にあるのかということで、私は昨年第２回定例会で２回質問しております。１回目は６月21日に、日程

第13、報告第７号「和泉市土地開発公社平成15年度決算書類の提出について」の質疑において。続いて、

２回目が７月１日の一般質問です。この２回の質問に対し、大阪府との文書の存在について、いずれもそ

の存在を否定されました。この確認書は、市長、助役、教育長の決裁を受けております。私は、情報公開で

その決裁の文書も手にしております。このものであります。 

 決裁をされた稲田市長は、先般の質問時に会議に出席をされており、さらにこの決裁文書を起案した教

育委員会の担当者は現在も教育委員会に在籍をしています。さらに、企画財政で保管している平成８年度

の予算書の第２表債務負担行為のところにメモが残っています。これであります。 

 このメモにはこう書いていますよ。「4,469.4平米、坪65万円。９割補助の予算計上。本来府事業、弥生博

物館用地（駐車場）、府文化財保護課長名、市教育次長名の確認書あり。府が財政難により予算計上でき

ず、市が引き受けた形」。このように、平成８年の予算書に記載をされているということは、少なくとも財政課

のメンバーはこのことを認識していたと思います。そこで、林助役は当時財政課長であられたと思いますの

で、確認書の存在を御存じだったかお伺いします。 

 次に、１回目の答弁で誤りがあったとすれば、関係者はこれに気づいたはずですが、２回目の一般質問

でも同じ答弁でした。８億を超える土地取得に関し、重要な内容を確認した文書の存在を役所の関係者す

べてが知らなかったなど、だれが信用できますでしょうか。到底考えられません。確認書の存在を知ってい

たら、何らかの事情でその存在を否定したのではないかと疑わざるを得ません。仮に、本当に知らなかった

とすれば、これまた大問題であります。公金を扱うというその基本的な姿勢が、私はなっていないと思いま

す。正規の手続を経て市長までの決裁を仰ぎ、この存在を前提に先行取得の債務負担行為の予算を編成

した事実はどうなるのでしょうか。 

 続いて、大阪府から依頼に基づいて取得した件についてであります。 

 先日の総務文教委員会で、矢竹議員とのやりとりを傍聴しましたが、大阪府が買い戻す前提で和泉市が

先行取得したとの発言がありました。さらに、先ほどの答弁で、大阪府が市に先行取得の依頼があったと

答弁されました。本当に大阪府が和泉市に先行取得を依頼したのでしょうか。それについて数点お聞きし

ます。 

 １つ目は、確認書の内容です。確認書には、肝心の大阪府が将来買い上げることを約束した文面はあり

ません。確認書はこうあります。「２、和泉市教育委員会は、大阪府教育委員会が文化財保護事業用地と

して前項の土地の取得に関する協議を申し入れた場合、速やかに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係る古代ロマン再生事業の最終年度を

目途に行うものとする」。取得に関する協議とありますけれども、買い上げるとは言っていません。買い上

げるつもりなら、平成12年を目途に買い上げるとはっきり確認書に書くはずです。 

 ２つ目は、大阪府でこの確認書の決裁についてであります。将来、買い上げることを約束するものであれ

ば、財政的な問題などで決裁は教育委員会だけでなく、府の財政部門などの決裁が必要と思われますが、

大阪府でのこの決裁は、教育委員会次長どまりです。そのレベルの確認書であったわけです。これからも、

大阪府は買い戻しを約束した認識はないと思われます。 

 ３つ目は、確認書にある実勢価格での買い上げの項です。この土地を取得した時期は、バブルがはじけ

て土地価格は毎年大きく下がっているときです。ここに、大阪府地価だよりというのが２階の建築の前にあ

りました。それによりますと、平成３年をピークに、地価は毎年下落を続けまして、平成８年、９年は下落に

入って五、六年目のところであります。そのような時期に、買い上げを予定していた４年後の平成12年には、

実勢価格は取得時の価格を大きく割り込むことは容易に予測できます。大阪府に頼まれたのであれば、こ

のリスクは大阪府がとるべきではありませんか。実勢価格の買い上げであれば、このリスクは和泉市が負



担しなければなりません。現在では、５億円を超える評価減が発生しています。なぜ実勢価格で買い戻す

ようなことになったのでしょうか。和泉市は、大阪府にこの土地の買い上げを要請したけれども拒否された

のではないでしょうか。その結果、やむなく和泉市が先行取得するはめになったのではないでしょうか。そう

すれば納得できますし、大阪府としてはそんなに買いたいなら、リスクは和泉市で負担してということではな

いでしょうか。 

 ４つ目は、大阪府の姿勢であります。先ほどの答弁で、和泉市の早期買い上げの要望に対し、大阪府は

整備事業を進めていく中で検討してまいりたいと回答したと述べました。今回、大阪府の情報公開した資料

では、毎年の和泉市の買い上げ要請に対して、次のように述べています。「平成16年度の要望に対して、

文化財保護課は府の財政状況から買い上げることは困難。当面、市との意見交換を行いながら推移を見

守っていきたい。16年度についても、当該用地の利用状況、大型バス駐車場を見ながら、借り上げの継続

を検討している」としています。 

 さらに、平成17年度の自民党大阪府議団からの同様要望に対し、「弥生文化博物館隣接地につきまして

は、府の財政状況から整備することは困難ですが、平成13年度から弥生文化博物館バス専用駐車場とし

て借り上げており、17年度についても引き続き借り上げてまいりたい。また、今後の活用方法につきまして

は、市とも十分に意見交換を行いながら検討してまいりたい」としています。大阪府の依頼で取得したので

あれば、大阪府は買い戻しの義務を負うはずですが、大阪府のこの考えは、土地の買い上げ義務がある

など毛頭思っていない証拠です。 

 以上から、大阪府の依頼で取得したというのは事実と異なり、将来の大阪府の買い上げを想定していた

ものの、この土地の取得は和泉市独自の意思で行ったものではありませんか。さらに言えば、だれかに…

…すみません。議長、延長お願いいたします。 

 

◎助役（林和男君） 助役の林からお答えいたします。 

 先ほど御質問ありましたように、私は平成８年当時財政課長をしておりました。そのときに、たしか先ほど

も教育委員会の方から御説明ありましたように、この用地につきましては国文化財保存事業用地として確

保されるよう要望いたしましたところ、府は必要であるという判断に基づきまして、市に先行取得依頼され

たものである、そういうことを受けまして、債務負担計上をしたということは覚えてございますが、確約書、

確認書ですか。確約書がそのときあったということは、一切私はそのような記憶はありません。 

 以上です。 

 

◎社会教育部理事（大谷幸廣君） 社会教育部の大谷でございます。 

 小林議員さんの数点の質問について御答弁申し上げます。 

 昨年の市議会における２回の答弁に関しまして、書面的なものはないということで御答弁を申し上げまし

たところでございますけれども、答弁に関しまして本当に知らなかったのかどうかという件でございます。書

面的なものがあるということは全く知りませんでした。 

 次に、本当に大阪府の依頼に基づいて市が先行取得したものかどうかという件でございますけれども、

大阪府の依頼に基づきまして取得したものでございます。 

 続きまして、下落していく時期に実勢価格としたのはどういう理由なのかということでございます。確認書

におけます買い戻し条件が、実勢価格であることになった経緯につきましては、当時府・市間で協議して取

り決められたものでございます。関係者が、現在全員退職してございまして、その経緯につきましては文書

等もなく明らかでないものでございます。 

 続きまして、府が買う気がないのに府から依頼があったと言っているけれども、だれかに頼まれて市が買

うことになったのではないかという件でございます。大阪府からの依頼に基づきまして、先行取得したもの

でございます。 

 続きまして、８億以上もの物件を市長決裁もあるのに忘れているとは考えられないという件でございます。

この件でございますけれども、当時当該土地における大阪府との協議につきましては、当時の教育次長が

主体となって話を進めていたものであると聞いてございます。その結果として、現職の職員が起案したもの



でございまして、内容等については深くかかわっておらなかったというふうに認識してございます。そういう

意味からも失念していたというものでございまして、本人からもそのように聞いているところでございます。 

 続きまして、今後の処理と具体的な計画という件でございます。現実問題といたしまして、現状では府の

財政事情等からいたしまして、速やかに当該土地を買い戻していただくということは難しい状況にあるので

はないかというふうに考えてございます。そのため、当面は一部大型バス駐車場として府に借り受けていた

だいているところでございますが、今回確認書が出てきたということによりまして、今まで以上に買い戻し等

について強く要求してまいりたいと、このように考えているところでございます。 

 また、現時点では具体的な計画はないわけでございますけれども、国に対しましては（仮称）池上曽根遺

跡研究センターの設置というものを要望いたしておるところでございます。 

 最後に、市長への報告の内容という件でございます。これにつきましては、先ほど部長の方から御説明

いたしておりますとおり、確認書が出てきた時点で速やかに市長に出てきた旨を御報告申し上げました。そ

れとともに、確認書が当該土地買い上げ関係とは関連のない池上曽根遺跡整備関係つづりの中から発見

されたことや、確認書の内容について説明をいたしました。 

 また、再度当該地の取得に至る経緯とか、また取得後の経緯について口頭で説明をしたものでございま

す。 

 以上でございます。 

 

◆22番（小林昌子君） ありがとうございます。 

 林助役は御記憶がないということですけれども、私の認識では助役にまでおなりになる方ですから、私自

身も非常に優秀な方だと存じておりますし、担当者がメモしたのか、あるいはどなたがメモしたのかわかり

ませんが、平成８年の予算書には先ほど述べましたように記入されているんですよ。ということを、その財

政課長のその責任者である林さんが知らないというのは、日ごろの林さんの仕事ぶりからも私はないだろ

うと。これだけぬかっていたというふうに認識せざるを得ませんね。御記憶がないということですから、ある

だろうと詰め寄っても仕方がありませんので、今はその御答弁を聞いておきます。ぜひ記憶をしっかりと再

生していただきたいと思います。 

 それから、大阪府の依頼に基づいたということですけれども、それは大阪府が依頼をする前段で、この前

産業建設のこのテープを再録しましたら、担当者はこの地、博物館の隣接地として適当な土地ではないか

ということで、本市からこういう土地が売りに出ようとしている話で、大阪府さんでそれに使っていただけま

せんかという話を持っていったと、こういうふうに証言されています。 

 現に、それを裏づけるように、この毎年のように出されている要望書でも、大阪府さんにおいて買い上げ

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隣接地を先

行取得いたしましたというふうになっていますので、確かに形式的には大阪府から依頼を受けたという形に

なっていますが、大阪府に頼んでくれというふうに、実態は和泉市が頼んだのではないんですか。そのあた

り、もう一度御答弁をお願いいたします。 

 

◎社会教育部理事（大谷幸廣君） 大阪府から頼んでくれということではなしに、やはり今回のこの土地に

ついては、大阪府と和泉市が池上曽根遺跡の整備事業と弥生文化博物館との一体的な利用を図るという

観点から府・市が協議した結果、そういうふうに市の方が要請をするというようなこともございました。しかし、

府がその必要性というものを十分認識する中で、今回の市の先行取得というようになったものでございま

す。 

 以上でございます。 

 

◆22番（小林昌子君） じゃあ、あくまでも大阪府が依頼をしたという前提でお話をさせていただきますけれ

ども、そうであったとすれば、確認書が出てきましたし、まして相手の財政状況がどうであるかということは

勘案しなくてもいい立場だと思います。 

 当市も非常に厳しい財政状況にありますので、確認書にあるように平成12年を目途に確認書を交わして



いるんだから、相手の財政状況は抜きにして、本市のこの確約書にあることを履行してほしいと、強くこれ

からは要望していくということですけれども、これの実行をぜひ大阪府にお願いではなく要求をすべきだと

私は考えますので、そのあたりよろしくお願いします。 

 それと、市長にお伺いをします。 

 この問題を、「忘れていました」「ああ、そう。今後気をつけて」というようなことで済まされるような問題では

ないと私は思っております。今ごろになってその存在を認め、かつその確認書の内容が今まで言ってきたこ

とと全く異なり、その結果、和泉市に大きな損失を、評価損で現時点で５億円ですけれども、そういうことで

は私は済むことではないと思っております。実勢価格での買い上げを知っていたなら、毎年大阪府に要望

していますというような悠長なことは言わないで、ぜひ強く要望をしてください。 

 それから、地方公務員法の第30条服務の基本基準、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益の

ために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」に違反する

重大な執務行為違反であります。何らかの処分が必要と考えますが、市長はいかがお考えでしょうか。 

 ８億にも上る土地の購入について、大阪府と交わした文書の存在や、その内容を把握していないこと等、

あってはならないことです。８億円と言えば、市税の４％にも当たる巨額な額であります。公金を扱う感覚が

私は麻痺していると言わざるを得ません。このような状態では、財政の再建計画は到底おぼつかないので

はないかと危惧いたします。市長の考えをお願いいたします。 

 最後に、まだこの土地取引に関しては、極めて不透明な点が多々あります。このような状態では、とても

市民に対する説明責任を果たしたとは言えません。 

 市長は、再度今回の土地取得に関して、教育委員会に退職者を含め、当時の関係者に実情を聴取し、そ

の結果を取りまとめるように指示をしていただきまして、さらに議会に早急に報告されることが必要と考えま

すが、市長のお考えを以上３点お伺いいたします。 

 

◎市長（井坂善行君） 小林議員の御質問に、井坂より御答弁をさせていただきたいと思います。 

 本件に係りますこれまでの議会答弁におきまして、確認書やそれに決裁の存在等々、答弁内容が一部

異なる点がございました。この点につきましては、市長といたしまして深くおわびを申し上げたいというふう

に思います。 

 申し上げるまでもなく、このような事態に陥りましたのは、文書管理の不手際がその根底にあると考えて

ございます。せんだっても、府とか近隣市との書類を交わす、あるいは地元町会との覚書を交わす、あるい

は各種団体との約束事をする。そういう書面による約束事につきましては、単に決裁を上げて担当課、原

課で保管をするということではなしに、コピーを部長会でも回覧をして、和泉市としてこういう約束をしました

というような方法をとれないかということで、部長会で指示をさせていただきました。情報を公開する、情報

を共有するということが大切であろうかと思いますので、今その方策については検討しているところでござ

います。 

 なお、先ほど地方公務員法違反ということに関するお尋ねもございました。あってはならないことでござい

ますけれども、確認書が出てきましたときに、私も７月の末、担当職員よりその経過、経緯について詳しく説

明をいただきましたし、私もあらゆる角度から質問も問いただすこともいたしました。結果的には、私も総合

的な判断として、失念ということでもございますので、御理解をいただけますようにお願いを申し上げたいと

いうふうに思います。 

 また、今後の取り組みにつきましてでございますけれども、退職者にも該当者がいます。原課といたしま

して、可能な限りの当時のお話を聞きながら、そしてまた確認書が出てきたことによりまして、これまで以上

に大阪府に対しまして買い戻しを強く要求をしてまいりたい。そしてまた、退職者を含めました該当者を含

めた調査による内容、そしてまた大阪府との交渉による進捗状況につきましては、その場その場におきま

して議会の皆さん方にも御報告をしてまいりたいと思いますので、よろしく御理解のほどお願い申し上げま

す。 

 以上でございます。 

 



◆22番（小林昌子君） はい、ありがとうございました。 

 担当者が失念をしていたということで、市長は理解をされたようでありますが、私はその担当者１人だけ

が失念をしていたことによって、このことがすべて全体として、組織として共有されなかったということは、あ

ってはならないことだと思っています。 

 組織として体をなすには、それは記憶にとどめるのではなく、記録にとどめなければなりません。部長会

で回覧をして、今後は共有をしていただくということでありますが、今回の市長への口頭での経緯の説明も、

今後は組織としてそれを共有するためにも、ぜひ文書化をしていただいて、大事なことは書面で残す、書面

でやりとりをする、こういうことを基本になるような市役所になることをぜひ要望いたします。 

 そのことは、実行をしていただけますでしょうか。その市長への口頭での説明を、この経緯を文書化して

いただくことです。そんなに難しいことではないと思いますよ。担当者が市長に口頭で経緯を説明されたこ

とを、それを文書化していただいて、組織として経緯を文書化するということですので。 

 

◎市長（井坂善行君） 小林議員の再度のお尋ねでございます。井坂より御答弁をさせていただきたいと思

います。 

 議会への御報告ということでございましたら、今議会でも、またせんだっての常任委員会、協議会等でも

御答弁をさせていただいております。その経過を取りまとめて議会への報告ということでございましたら、原

課の方で対応させていただけるというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

◆22番（小林昌子君） ちょっと認識の違いがあるようでして、私が求めているのは報告の経緯ではなくて、

この弥生文化の隣接地に関することの経緯です。ちょっと時間がありませんので、またそれは後でまた要

望をさせていただきます。 

 今回の事案は、和泉市と大阪府との間で起こったことです。大阪府の依頼で取得したとの主張について

は、今後しかるべき手段で大阪府に確認をとりたいと考えています。その結果、それぞれの見解に違いが

あることが明らかになれば、また後日ただしていきたいと思っています。 

 その点からも、先ほどお願いをした退職者に事情聴取をしていただけるということは、可能な限りしていた

だけるということですので、よろしくお願いいたします。 

 






















