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訴 状 

 

平成１８年９月７日 

大阪地方裁判所 御中 

 

怠る事実の確認請求事件（住民訴訟） 

 

原告 小林洋一     

≪原告住所・送達場所≫  

〒594-1155  大阪府和泉市緑ヶ丘2丁目１３番１０号 

電話 ０７２５－５４－２６２６ 

FAX ０７２５－５４－２６２６ 

 

原告 小林昌子     

〒594-1155  大阪府和泉市緑ヶ丘2丁目１３番１０号 

電話 ０７２５－５４－２６２６ 

FAX ０７２５－５４－２６２６ 

 

被告 和泉市長 井坂善行   

               〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号 

電話 ０７２５－４１－１５５１  

 FAX ０７２５－４５－９３５２ 

 

訴訟物の価格  算定不能    

 

印紙額     金１万３０００円    
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請求の趣旨 

 

１  被告が、井坂善行に対し、別紙先行取得土地目録記載の文化財保護事業用地に関

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。 

 

２  訴訟費用は被告の負担とする。 

 

との判決を求める。 

 

 

請求の原因 

 

第１ 当事者 

１  原告は、和泉市の住民である。 

２  被告井坂善行は、和泉市の市長である。 

 

第2 本訴訟の意義について 

本訴訟は和泉市が大阪府の依頼によって文化財保護事業用地として和泉市土地開

発公社（以下公社という）に先行取得させたが、大阪府と契約（実質）した買上時期経過

後も買上が実行されず、その結果公社は塩漬け土地として不良土地を抱える羽目とな

り、金利等の多額の出費と、土地の値下がりで巨額の評価損を抱えている。 

金利及び評価損は公社との委託契約及び大阪府との契約上、和泉市が負担せざる

を得ず和泉市の損失となる。この損失は現在においても増え続け、早期に大阪府に買

上を行わせる事によって、和泉市の更なる損失を回避するための訴訟である。 
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第３ 本件土地取得とその経緯 

ア 和泉市は，平成９年２月２８日，和泉市土地開発公社（以下公社）に対し，以下の内

容で別紙物件土地目録の土地の取得を委託した。（甲第６号証） 

  a. 事業名 文化財保護事業 

  b. 買収地 別紙物件土地目録 

  c. 買収予定価格 ８億８千万円 

  d. 引取予定年度 平成１３年３月 

イ そして，公社は，平成9年３月２４日，総額８億３５７７万７８００円で本件土地を買い受

けた。（甲第７号証） 

ウ 事実関係 

・平成 8年 1月 和泉市より大阪府に（弥生遺跡と池上曽根遺跡）学習センタ

ーの建設を要請（甲第 19 号証） 

・平成 8年 3月 28 日 和泉市が先行取得し、その後大阪府に有償譲渡することを

定めた確認書を大阪府と交換（但し平成１７年８月迄確認書

を含め大阪府との間の一切の文書の存在を否定）（甲第 12

号証、甲第 13号証） 

・平成 9年 2月 27日 和泉市教育委員会から和泉市長へ先行取得願い（甲証第 20

号） 

・平成 9年 2月 28 日 和泉市長から公社へ取得願い（甲証第 6号） 

・平成 9年 3月 24 日 土地開発公社と所有者間で売買契約成立（甲第 7号証） 

・平成 12 年 買い戻し期日が到来したが、府は買い戻しを行わず、現時

点でも土地開発公社が保有（土地開発公社が金利等の多

額の出費と、土地の値下がりで巨額の評価損を抱える） 

・平成 13 年以降    毎年大阪府に買上を要請するも実現していない 

当該土地を大阪府は弥生博物館駐車場として利用し、その

使用料を和泉市に支払っている（甲第 21 号証） 

・平成 17 年 8月 2日 確認書が見つかる（甲第 17 号証） 

 

第４  和泉市と公社間の法律関係 

和泉市と公社間の土地取得依頼に関する法律関係は，公有地の拡大の推進に関す
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る法律，同法施行令，同法施行規則，和泉市土地開発公社定款（甲第8号証），同業務

方法書（甲第9号証），公共用地の取得に関する業務委託契約書（甲第10号証）、公共

用地の取得に関する業務委託契約に基づく覚え書（甲第１１号証）によって，以下のよう

に規定されている。 

(ｱ) 業務方法書３条 

公社は，和泉市の委託を受けて、次の業務を行うものとする。 

（１）土地の取得に関すること 

以下略 

(ｲ) 同４条 

公社は，国、和泉市以外の地方公共団体その他の公共団体（以下｢公共団体

等｣という。）の依頼を受けて前条各号に掲げる業務を行うことが出来る。 

(ｳ) 同９条 

公社が先行取得した土地を譲渡する場合の譲渡価格は、次の算式により算出し

た額とするものとする。 

譲渡価格＝取得価格＋工事費＋調査測量費＋管理費＋利子相当額 

＋付帯事務費 

  (ｴ)  公共用地の取得に関する業務委託契約書１６条 

乙（和泉市土地開発公社）は甲（和泉市）の委託した用地等について甲の指定

した事業開始時までに取得を完了させるための努力をするものとし、完了したと

きは実績報告書添付の上甲に報告するものとする。 

  (ｵ) 同１８条 

乙が取得した当該年度取得用地等の引き渡し時期は、｢公共事業に伴う用地の

取得願｣に記載された時期とする。ただし、甲が公共事業に伴う補償等の理由に

より当該時期の変更を要するときは、事前に乙と協議し決定するものとする。 

（ｶ） 同20条 

甲が乙より買い取る価格は、和泉市土地開発公社業務方法書第9条により算出
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した額とする。 

 

第５  大阪府の本件土地引き取り義務について 

本件土地取引に関し、大阪府との関係は次の通りである。 

本件土地は和泉市が大阪府に対し、府立弥生博物館を含め、弥生文化と池上曽

根遺跡について総合的に学習出来る施設の建設用地として、大阪府教育委員会に

要望していたもので、これについて本件土地を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大阪府教育委員会と合意を得て和泉市が

先行取得したものである。（甲第12号証、甲証第19号証） 

それを証したものが、大阪府教育委員会と和泉市教育委員会で交わした確認書

である。（甲第13号証） 

確認書には、和泉市教育委員会が本件土地を先行取得すること、大阪府教育委

員会が本件土地の取得の協議を要請したときは速やかに応じること、協議の時期は

遅くとも古代ロマン再生事業の最終年度（平成１２年度）を目途とすること、取得価格

は実勢価格に基づくものとする等が記載されている。 

確認書の法的性格は、大阪府教育委員会を予約完結権者とする売買の予約であ

る。従って公社及び和泉市は本件土地を他に転用することが出来ず、一方大阪府教

育委員会は所定の期日までに本件土地を買い取る義務があると考えるべきである。 

大阪府は買い取り期限を過ぎた平成１３年度より、本件土地を駐車場として利用す

るとして、その賃借料を公社に支払っている。平成１３年度から２年間は本件土地取

得額に対する金利とほぼ同額であり、駐車場使用料としては高額にすぎることからも

大阪府は本件土地の引き取りが出来ないことの代償として金利相当分を支出してい

たことは明らかで、その点からも大阪府は本件土地の引き取り義務を有していることを

認識していたことは明らかである。（甲第２１号証） 

 

第６ 本件土地に関する状況と和泉市の損失 
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本件土地は確認書にある平成12年度末を過ぎた現時点においても大阪府教育委

員会はこれを買い上げていない。和泉市の度重なる買い上げ要請に対しても財政上

の問題で新たな事業の展開は不可能な状況にある事を理由に買上を拒否している。

（甲第22号証） 

毎年の土地の値下がりと土地保有に伴う金利出費等で、本件土地の評価損は毎

年増加している。大阪府教育委員会に売却するときは、前述した和泉市と公社の取り

決めにより、和泉市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

し、更に確認書で取得価格が実勢価格とされているため、前記損失は全て和泉市が

負担しなければならない。又これを回避するすべはない。 

現在その損失は５億円を超え、現時点においても土地の値下がりが続いており、

確実に生じている金利の出費で大阪府への売却時の損失は毎年増加している。土

地価格の低下はようやく沈静化しつつあるが、依然として低下を続けており、更に金

利の上昇も予想され、今後も損失見込みは増加するのが確実である。（甲第15号証、

甲第16号証、甲第23号証） 

 

第７  本件土地取得の違法性について 

本件土地取得については、大阪府が将来買い上げすることを前提に取得したも

のであるが、以下の理由で本件土地の取得は違法である。 

１ 本件土地取得の前提となる事業計画が存在しない  

和泉市より大阪府に要請したところによると、本件土地取得の目的は、大型バ

スの駐車場及び池上曽根遺跡の調査資料を収蔵し、調査研究及び情報提供の

ための施設（「仮称」池上曽根遺跡研究センター）用地として活用する為であると

されている。 

ところが池上曽根遺跡研究センターの設置に関する事業計画は大阪府にも

和泉市にも存在しない。８億を超える用地費さらに同センターの建設費及び維

持運用費を考えると巨額の事業費となり、この事業計画が存在しない状態で用
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地をのみを先行取得することは、公社への先行取得の予定しないところで、必

要性が定かでない土地を取得した事は当時の和泉市長及び教育長の裁量範

囲を逸脱したもので違法である。（甲第27号証、甲第28号証） 

２ 本件土地を差し迫って取得しなければならない事情は存在しない 

取得目的にある大型バスの駐車場での利用は春期の利用が集中するときだ

けで、その他は弥生博物館の駐車場で対応可能で、春期についても近隣する

池上曽根遺跡公園の駐車場が利用可能である。又発掘物や調査資料が３カ所

に分散保管されているとはいえ、これを巨額の費用を投じて改善しなければなら

に差し迫った事情があるとは到底考えられない。 

更に本件土地を隣接する弥生博物館及び池上曽根遺跡公園と一体化して活

用するとしているが、本件土地と池上曽根遺跡公園間には民有地が存在し、本

件土地を取得しただけではこの目的は達成できない。 

３ 取得の経緯が不透明である 

本件土地を和泉市が大阪府に代わって先行取得した理由の一つが、この土

地が住宅地として販売される計画があったので、緊急に対応することが必要とな

り和泉市が取得したとされている。（甲第１７号証） 

ところが本件土地は埋蔵文化財包蔵地の指定を受けており、これを開発する

には時間と費用が必要な利用しづらい土地であり、かつ当時は毎年２０％も土

地の価格が下落しており、そのような状況で民間業者が本件土地を住宅地とし

て取得する計画があったとはにわかに信じがたい。単なる噂に属する情報で慌

てて取得したことになる。 

４  他の自治体に転売する前提で公社に先行取得させることが出来るのか 

公共用地の取得に関する業務委託契約書 第1条に｢甲が公共事業を行うこ

とについて必要とする公共用地の取得に係わる業務を乙に委託し、乙はこれを

受託する。｣ とあるがこの公共事業とは明らかに和泉市をさすものと解される。 

和泉市土地開発公社業務方法書第4条に、和泉市以外の公共団体からの土
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地取得の委託を受けることが出来るとあり、今回の場合は大阪府が公社に直接

先行取得させるべきであり、将来他に転売を前提にした先行取得は公有地の拡

大の推進に関する法律等関連法が予定していない。 

 

第８  本件土地問題の経緯（背景）について 

本件土地取得は以下の多くの不透明な点がある。 

①確認書の存在を否定したことについて 

・大阪府との本件土地の取引に関する書類は一切無いと当初その存在を否定し

たが、8億円を超える土地取引について、大阪府との確認書の伺いを起案し

た本人が現在も当該部門に在籍し、且つ決済した当時の市長もその職にあっ

た中で関係者全てが大阪府との書面の存在を失念していた事など到底考え

られない。 

・本件の債務負担行為を記したH8年度当初予算書には確認書を大阪府と交わし

ているとの記載があり、確認書の存在は市の中では共通認識ではなかったのか

（甲第24号証） 

・原告の小林洋一が大阪府に情報公開請求し、その開示直前に突然和泉市が確

認書を見つけたのは極めて不自然（大阪府はこの情報公開請求に対し、情報

開示時期を理由不明で延期したのも不自然な動き）（甲第17号証、甲第１８号

証） 

・大阪府も当時の大阪府の文化財保護課の担当への問い合わせに対し、買上の

条件等は何も決まっていないと関係書類の存在を否定。和泉市、大阪府ともこ

の存在を失念したとは常識では考えられない。 

②大阪府の買い戻し価格を帳簿価格と認識していたことにつて 

和泉市市議会定例会の一般質問で、本件土地取引で大阪府との間では一

切の文書は無いと答弁しているが、そのような中で買い上げ予定時期は確認書

通り平成１２年度末を目途と正確に認識していた中で、何故買い戻し価格を帳
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簿価格と誤って認識したのか不自然である。実勢価格であることが判明すれば

大幅な損失を和泉市が負担しなければならないことが明らかになることをさける

ためにそのような答弁をしたのではないのか。買い取り価格が帳簿価格か実勢

価格かのような極めて重要な事を思い違いするなど到底考えられない。 

③何故和泉市にとって不利な実勢価格としたのか 

本件土地購入当時は毎年２０％近くも土地の価格が値下がりする中で、大阪

府の予定する引き取り時までの３年間に地価は更に下落することが容易に予想

される中で、和泉市にとって損失が予想される実勢価格での取引としたのは何

故か。大阪府に強引に本件土地取得を認めさせた為ではないか。 

本件はこの様な経緯を経た取引である。 

 

第９  和泉市長の責任 

平成17年第3回一般質問答弁において、和泉市長は｢確認書が出てきたことにより

まして、これまで以上に積極的に大阪府に対しまして買い戻しを強く要求してまいり

たい｣と答弁している。 

しかしながら大阪府への対応は大阪府知事宛の｢平成18年度大阪府の施策に関

する要望（平成17年12月1日付け）｣を提出しているものの、従来と何ら代わったもの

ではなく、これに対する大阪府の回答も従来の域を出ないものである。（甲第１４号証、

甲第２５号証） 

更に今回計画している和泉市土地開発公社の経営の健全化に関する計画では本

事業用地の処分計画は処分予定年度をH21年度とし、大阪府との協議により処分と

なっている。この様に買上時期を将来に延ばし続けることは前述したように更に和泉

市の損失を増大させる事になる。（甲第２６号証） 

井坂市長は和泉市長として、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ものであるから（地方自治法138条の２、

147条、148条）、和泉市に対し、善良なる管理者の注意義務をもって職務執行にあた
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る義務を負っている。 

大阪府の買い上げ義務を明確にした確認書が見つかり、買い上げ時期を大幅に

過ぎていることから、和泉市は大阪府に買上を行わせる権利が生じており、大阪府に

本件土地買上を直ちに求め、これを実行させる事により和泉市の損失の増大を防止

する責務が井坂市長にあるところ、これを怠り和泉市に損失を与えた。 

仮に、大阪府に引き取りを強く要請できない事情があるとすれば、前述したようにこ

の土地の取得はそもそも違法であり、これを行った当時の市長、教育長などがこれら

の違法な行いの結果和泉市に損害を発生させた事から、それらに損害賠償請求を

行う責務が井阪市長にあるところ、これを怠り和泉市に損害を与えた。 

 

第１０ 損害 

 ア 公社は，平成１７年度において，１３，０３９，９０５円の利息を支払った。一方

大阪府より平成17年度６，０１４，０００円の駐車場賃借料が納入されているの

で、実質損失はその差額の７，０２５，９０５円である。  

 イ 和泉市は前述した理由で大阪府に売却するにあたり、この額が損失となるか

ら，和泉市は，和泉市長の債務不履行により，同額の損害を被った。 

 

第１１ 不行使の違法 

 ア 地方自治法２４２条１項にいう財産は，債権を含むところ，和泉市の井阪市長

に対する上記損害賠償請求権は，この債権に当たる。 

 イ そして，上記損害賠償請求権を行使しないことを正当化する合理的な理由は

存しない。 

 

第１２ 住民監査請求 

原告らは、平成18年5月25日に和泉市監査委員に、本件土地を大阪府に早期

に買上させることを求めて住民監査請求を行った。 
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それに対し、和泉市監査委員から平成18年6月29日付けで、住民監査請求の対

象にならないとした却下の通知を受領した。 

ところで、このような住民監査請求の却下が許されるのは松本英昭著逐条地方

自治法 P913 によれば 

7 監査の手続及び監査に基づく措置は、次のとおりである。 

(1)第一項の規定による監査請求があつた場合においては、監査委員は、当該

請求に係る事項について監査を行わなければならない。監査請求があつた場合、

監査委員は、常に請求を受理しなければならないかどうかということについては、

行政実例によれば、請求書に法定の要件に係るような不備な点がある場合は受理

すべきでないとしている。監査請求の手続が明瞭に違法である場合(たとえば、事

実を証明する書面を添えていないとか、明らかに請求提起期間を経過しており、か

つ、それについて正当な理由があることを主張していない場合等)その他請求の暇

疵が客観的に明白である場合(たとえば、当該地方公共団体の住民でない者から

の請求である場合、あるいは当該地方公共団体の機関又は職員でない者の行為

についての請求である場合等)には、監査委員は、受理を拒むことができると解す

べきであろう。 

もつとも、これらはむしろ例外に属するもので、通常の場合は請求書を受理し、

監査を行うべきものである。また、請求の撤回については、監査委員の監査の終了

前においては、できるものと解せられる(行実昭二四、一二、二八)。 

とされており、これを本件に当てはめると原告らの起こした住民監査請求は何れ

も却下の条件に当てはまらず、監査委員が監査を行うべき適法な監査請求であ

る。 

そこで原告等は最高裁判例平成10年（行ツ）第68号・損害賠償請求事件の以下

の判決に従い平成18年7月6日に再度の監査請求を行った。 

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



12／14 

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。 

しかし、和泉市監査委員は再度の監査請求に対しても、平成18年8月10日付け

で再び却下の通知を行った。 

再度の監査請求の却下についても、一回目と同様却下の条件に当てはまらないと

同時に、却下の理由についても到底納得出来るものではない。 

１点目は｢同一人より同一事件について同一内容の再監査を請求できない｣という

理由について、ここでの再監査を請求できないとしたのは、監査の結果が出たものに

ついては再度の監査請求が出来ないとしたもので、今回は１回目の監査の結果が出

ない却下であり、この理由は成立し得ない。 

2点目は｢現時点において、和泉市に本件の評価損による損害は発生しておらず、

客観的諸事情からも、公社の損害が市の損害につながることが具体的の相当な確実

さをもって予想されるという蓋然性も認められない｣を却下の理由としている。ところで

その様な蓋然性が認められるか否かは実質の監査を通じて初めて明らかになる事項

で、監査も行わないでこれを決めつけるのは不当である。 

以上から今回の住民監査請求は何れも適法なものであり、適法な監査請求を却下

した場合は、住民訴訟の出訴期間は再度の住民監査請求から30日とするとの同最

高裁判例に従い、本件訴訟を提訴した。 

 

第１３ 結論 

以上、被告和泉市長は和泉市長に対し損害賠償請求権を有するところ、これを怠

っているので、地方自治法第２４２条の２第１項第３号に基づき怠る事実の確認を求

める。 
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添付書類   

 

甲第１号証・・和泉市職員措置請求に係わる監査の結果について（通知）・写し（原監査） 

甲第２号証・・和泉市職員措置請求に係わる監査の結果について（通知）・写し（再監査） 

甲第３号証・・和泉市職員措置請求書・写し（原監査） 

甲第４号証・・和泉市職員措置請求書・写し（再監査） 

甲第５号証・・同上補正書 

甲第６号証・・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） 

甲第７号証・・土地売買契約書 

甲第８号証・・和泉市土地開発公社定款 

甲第9号証・・和泉市土地開発公社業務方法書 

甲第10号証・・公共用地の取得に関する業務委託契約書 

甲第11号証・・公共用地の取得に関する業務委託契約に基づく覚え書 

甲第12号証・・池上町190番地の1他の土地買い上げに伴う大阪府教育委員会との確認

について（伺い） 

甲第13号証・・確認書 

甲第14号証・・平成18年度大阪府当初予算に対する市町村要望 

甲第15号証・・大阪府の地価動向指数グラフ 

甲第16号証・・平成17年度和泉市土地開発公社決算書（決算付属明細書） 

甲第17号証・・和泉市市議会定例会一般質問議事録 

甲第18号証・・公開決定通知書（大阪府教育委員会） 

甲第19号証・・平成11年大阪府当初予算に対する要望 

甲第20号証・・公共事業に伴う用地の先行取得願い（平成9年2月27日） 

甲第21号証・・文化財保護事業用地（府からの賃借料） 

甲第22号証・・平成18年度大阪府当初予算に対する市町村要望 

甲第23号証・・朝日新聞2006年5月22日夕刊記事 
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甲第24号証・・平成8年度予算書（第2表 債務負担行為） 

甲第２５号証・・平成17年度大阪府当初予算に対する要望 

甲第２６号証・・土地開発公社の経営の健全化に関する計画 

甲第27号証・・不存在による非公開決定通史書（大阪府教育委員会） 

甲第28号証・・情報公開請求拒否（公文書不存在）通知書（和泉市教育委員会） 


