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和泉市職員措置請求書（再監査請求） 

 

件名 大阪府立弥生博物館横用地の先行取得に関する件 

 

１．再監査請求について 

（１）再監査請求の意義について 

今般和泉監査第40号（平成18年6月 29日付け）にて、標記件名の住民監査

請求について却下する旨通知がありました。 

再度の監査請求を行う趣旨は 

最高裁判例平成10年（行ツ）第68号・損害賠償請求事件の判決で 

①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。 

②監査委員が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

た住民が、却下の理由に応じて必要な補正を加えるなどして、当該請求に係

る財務会計上の行為又は怠る事実と同一の行為又は怠る事実を対象とする

再度の住民監査請求に及ぶことは、請求を却下された者として当然の所為と

いうことができる。 

により、一部補正を加えて、再度監査請求を行うものである。 

（事実証明 その１１参照） 

 

（２）原監査請求を適法とする理由 

却下の理由について、最後段に 

“和泉市長に本件土地に係わる公社の損害の防止を求める等の本件請求は住

民監査請求の対象とならない” 

の記述があるが、原監査請求では公社の損害の防止を求めているのではなく

て、和泉市の損害の防止を求めているのであって、根本的に請求の趣旨を誤

認している。 

最高裁判例及び自治省行政実例をひいて却下の理由としているが、いずれも

公社の職務行為が住民監査請求の対象外としているのであって、本件は和泉

市の職務行為を対象にしており、却下の理由とはならない。 

（事実証明 その１４，その１５参照） 

 

 

２．請求の趣旨 

（１）請求の対象行為 

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。
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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。 

和泉市長に対し以下の措置を求める。 

・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 

 

（２）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 

・平成 8 年 3 月 28 日 大阪府と確認書交換（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） 

・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 

・平成9年2月28日 和泉市長から和泉市土地開発公社へ取得願い 

・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 

・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（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 

・平成17年8月2日 確認書が見つかる 

 

（３）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。 

和泉市は大阪府と間で本件土地について確認を交わしている。この確認書は大阪府を

予約完結権者とする売買の予約であり、他人の土地を対象にこの様な売買予約は出来

ない。この土地が名実とも土地開発公社の所有とするなら、この様な売買予約を行うこと

は違法である。 

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、土地開発公社はこれらの協

議に関与出来なく、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。 

引き取り時期を含め本件土地の処分の内容によって土地開発公社は何らの損得も発生

しない。 

以上の理由で本件土地の処分に係わる権利・義務は全て和泉市にあると考

えて良い。実質本件土地は和泉市の所有と考えて差し支えない。 

更に本件土地は大阪府の事業用地で、大阪府に有償譲渡を前提に先行取得したもの
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で、和泉市と土地開発公社での公共用地の取得に関する業務委託契約書第1条では、

“甲（和泉市）が公共事業を行うについて必要とする公共用地の取得に関する業務を乙

（土地開発公社）に委託し、乙はこれを受託する。” 

とあり他の自治体の事業用地を和泉市が土地開発公社に先行取得させるようなことは予

定していない。この様な場合は和泉市土地開発公社業務方法書第 4 条（公共団体等か

らの委託業務）に“公社は、国、和泉市以外の地方公共団体その他公共団体の委託を受

けて前条各号に掲げる業務を行うことが出来る。”とあり、本件の場合本来は大阪府が和

泉市土地開発公社に業務委託すべきであって、そうすれば本件監査請求の原因である

和泉市の不当な損失は発生しなかった事になる。この様な特殊な事情を抱える土地で

ある。 

 

（４）怠る事実について 

(イ)巨額の評価損の発生 

平成16年度末で 

平成9年取得時価格 841，029千円  期間利子 55，026千円 

帳簿価格 896，055千円  実勢価格 313，609千円  評価損 582，446千円 

現在は土地価格の下落で評価損は更に増加 

＜事実証明 その１． 土地開発公社財産明細＞ 

 

（ロ）今後も評価損の増加が予見される 

・保有金利と大阪府からの駐車場使用料について 

本件土地の保有金利は年間約1300万円 

大阪府の駐車場使用料は年間約600万円 

その差額（毎年約 700 万円）が帳簿価格の上昇につながる（平成 17 年度決算に

おいて平成16年度からの帳簿価格の増加は7，025，905円） 

・土地価格の動向 

先々の土地価格の動向は不透明であるが、依然として現時点でも当該地点の地

価は下落を続けており（H18 年-2．1％）、この面からの評価損の累増も懸念され

る。 

＜事実証明 その２． 大阪府からの駐車場使用料＞ 

＜事実証明 その３． 大阪府地価公示価格の変動率＞ 

 

（ハ）土地の評価損は和泉市の損失となる 

市の土地開発公社からの買い戻しは和泉市土地開発公社業務方法書にて 

第9条（譲渡価格） 

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、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 

と規定されている。 
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一方大阪府の買上価格は、後述する確認書に実勢価格に基づくとあり、従って前記

評価損は、全て和泉市の負担となる。 

 

（ニ）大阪府の引き取り義務について 

・大阪府の依頼で和泉市が土地開発公社に先行取得させた 

本件土地は大阪府の事業用地であり、本来は大阪府が取得すべきであるが、関

連土地が住宅用地として買収される可能性がある等の理由で、緊急に取得する

必要が生じ、将来大阪府が買い上げることを前提に、大阪府に代わって和泉市が

土地開発公社に先行取得させた。 

この事を確認するため、大阪府と和泉市が確認書を交わした（H8.3.28付け）。 

そこには 

・大阪府が買い取りを要請したときは和泉市は遅滞なくこれに応じる。 

・これに関する協議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（平成12年度末）を目途とする。 

・買上価格は実勢価格に基づく 

とあり、大阪府の買上を前提とした取得であることは明らかである。 

更に和泉市の確認書の決済文には｢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しましたので・・・｣とあり、又平成16年及び

17 年の和泉市市議会定例会での市会議員小林昌子氏の｢本当に大阪府の依頼

で取得したのか｣の質問に、度々｢大阪府の依頼で取得｣と答弁している。 

＜事実証明 その４．和泉市議会議事録＞ 

＜事実証明 その5．大塚氏への聴取報告＞ 

＜事実証明 その６． 確認書＞ 

＜事実証明 その７． 確認書伺い＞ 

 

・大阪府は本件土地の買上義務を有し、買上予定期限を超えて本件土地の買上を行

わない権利は存在しない（確認書の性格） 

確認書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。 

その証拠に買上時期を経過後、大阪府は本件用地を駐車場用地として利用する事

とし、その利用料を和泉市土地開発公社に支払っている。この額は実際に得られる

駐車料を遙かに超える額であり、期日が到来しているにも拘わらず、買上できない

代償として支払っていることは明白で、大阪府はその点からしても本件土地の買上

義務を有していると認識していることは明らかである。 

大阪府はこの駐車場利用料金は金利の補填では無いと言っているようだが、買い

取り期限を過ぎてから初めてこの料金を支出していること、更に本件土地の帳簿価

格から駐車場利用料金を減じていることからして、金利の補填であることは明白で、

定めた時期に買上できない事への補填であることは疑いない。 
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大阪府は財政事情を理由に買上を遅らせているが、本来買上予定時期を過ぎてそ

れを遅らすことは、和泉市の了解無くして成立せず、和泉市がこれを許していること

が、和泉市の損失の増大を招いている。 

 

（ホ）確認書の発見以来の和泉市の対応と井坂市長の義務について 

平成17年第3回一般質問答弁において、井坂現市長は｢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。 

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。 

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

る義務を負っている。 

従って本件土地の買上期日の延期は市の損害を更に増加することになり、これを防

止するため、直ちに大阪府に確認書に従い、本件土地を引き取るよう、法的手段を含

め適切な措置をとる責務がある。 

＜事実証明 その８． 大阪府への要望書＞ 

＜事実証明 その９． 和泉市土地開発公社経営健全化計画＞ 

 

 

（ヘ）本件請求が適法であることについて 

本件と同様の土地開発公社に関する訴訟でいずれも適法であることが裁判で認めら

れており、従って本件についても住民監査請求上不適法との判断は不当となる。 

①仙台市の事件 

◆H15. 2.27 仙台地方裁判所 平成１１年（行ウ）第２３号 損害賠償代位請求事件 

において 

被告の主張 

(1) 本件訴えは，住民訴訟の類型に該当しない不適法なものとして却下されるべ

きである。 

(2) このような代位請求が許されるならば，普通地方公共団体の職員が，財務会

計行為ではない単なる職務懈怠行為によって普通地方公共団体に損害を与えた

場合でも，「怠る事実の相手方」という構成によって住民訴訟による損害賠償請求

権の代位行使が許されることになり，地方自治法が住民訴訟の対象を一定の財務
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会計行為に限定した趣旨が没却される。 

判決では 

被告らは，本件訴えのような代位請求が許されるならば，普通地方公共団体の職

員が，財務会計行為ではない単なる職務懈怠行為によって普通地方公共団体に

損害を与えた場合でも，「怠る事実の相手方」という構成によって住民訴訟による

損害賠償請求権の代位行使が許されることになり，地方自治法が住民訴訟の対

象を一定の財務会計行為に限定した趣旨が没却されるから，本件訴えを不適法

なものとして却下すべきである旨主張する。 

 しかしながら，違法な財産の管理（地方自治法２４２条１項）の財産は，債権を含

むところ，原告らが主張している仙台市の被告らに対する債務不履行に基づく損

害賠償請求権は，上記債権に含まれるから，本件訴えを不適法と解することはで

きない。被告らの主張する住民訴訟の対象を一定の財務会計行為に限定した地

方自治法の趣旨は，損害賠償請求権の成否の判断において，市長らに認められ

ている政策的判断に十分配慮した注意義務を設定すること，及びそのような損害

賠償請求権の行使不行使の判断において，行政上の裁量を認めるべき場合があ

ることにより解決されるべき事柄である。 

２ よって，この点の被告らの主張は理由がなく，本件訴えは適法である。 

（事実証明 その１２参照） 

②四日市市の事件 

◆H14.11.28 津地方裁判所 平成１３年（行ウ）第６号 損害賠償等請求住民訴訟 

において 

被告の主張 

住民訴訟の対象は普通地方公共団体の執行機関又は職員の違法な財務会計行

為又は怠る事実に限られる。しかるに，原告らが主張する被告らの行為は，いず

れも公社の役職員の業務行為であるか，公社の役職員の業務行為に対する働き

かけであって，住民訴訟の対象とならない。 

判決では 

原告らの請求は，①四日市市が被告Ｆ，被告Ｂ，被告Ｃ，被告Ｅ，被告Ｄ，被告Ｉ，

被告Ｊ，被告Ｇ，被告Ｈに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有するところ，

被告四日市市長がその損害賠償請求権の行使を怠ることが違法であることの確

認を求めるもの，②これらの怠る事実に係る相手方に対し不法行為に基づく損害

賠償の請求を求めるもの，③四日市市長である被告Ａに対しこの損害賠償請求

権を行使しないことによる損害の賠償を求めるもの，④被告四日市市長が被告Ａ

に対する③の損害賠償請求権の行使を怠ることが違法であることの確認を求める

ものであるが，①の請求は地方自治法２４２条の２第１項３号，②の請求は同法２４

２条の２第１項４号後段，③の請求は同法２４２条の２第１項４号前段，④の請求は

同法２４２条の２第１項３号に基づくものであって，いずれも適法であると解される。 

したがって，被告らの本案前の主張(1)は採用できない。 

（事実証明 その１３参照） 
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いずれの事件においても、訴えは適法とされている。この判例に従えば本件請求に

ついても当然適法とされるべきである。 

 

（ト）その他 

本件監査請求の理解を助けるために、背景的な事柄について述べる。 

本件土地取得は以下の多くの不透明な点が残っている。 

①本件土地取得について 

・そもそも大阪府の公共事業用地を和泉市が市の土地開発公社に先行取得さ

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

地取得の委託を受けることが出来るとあり、大阪府が和泉市土地開発公社に

直接先行取得させることが可能であったにも拘わらず、それをしなかったのは

何故か 

・毎年 20％近くも地価が値下がりする状況で、何故損失の発生が避けられない

実勢価格での買上としたのか 

・そもそも利用計画の定かでない本件土地の取得が緊急に必要だったのか 

②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一時その存在を否定し

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。 

・確認書の存在を失念した中で、買い戻し条件については帳簿価格と認識してい

たのは何故か 

・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 

・本監査請求の請求者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） 

・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。 

 

以上、8 億を超える土地取引を和泉市も大阪府も共にそれについて交わした確認書

の存在を否定したことは極めて不自然で、地価が下落を続けている中で本件土地を

取得した経緯についても説得ある説明がなされていない。 
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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、和泉市には損失が発生していない。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。 

 

（４）措置請求事項 

監査委員に対し 

井坂現市長に、確認書に従い早急に大阪府に買上を行わせるよう法的処置を含め措

置するよう勧告を求める。 

 

３．請求者 

住所 和泉市緑ヶ丘2丁目１３番地の１０号 

職業 和泉市市議会議員 

氏名 小林昌子 

 

住所 和泉市緑ヶ丘2丁目１３番地の１０号 

職業 オンブズ和泉代表 

氏名 小林洋一 

 

地方自治法施行令第242条第1項の規定により、別紙事実証明を添え、必要な措置を請求し

ます。 

 

平成１８年７月６日 

和泉市監査委員 様 
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＜別添事実証明＞ 

事実証明 その１ 土地開発公社財産明細 

事実証明 その２ 大阪府からの駐車場利用料 

事実証明 その３ 大阪府地価公示価格の変動率 

事実証明 その４ 和泉市議会議事録 

事実証明 その５ 大塚氏への聴取報告 

事実証明 その６ 確認書 

事実証明 その７ 確認書伺い 

事実証明 その８ 大阪府への要望書 

事実証明 その９ 和泉市土地開発公社経営健全化計画 

事実証明 その１０ 伝える読売新聞（平成16年7月20日） 

事実証明 その１１ 伝える朝日新聞（平成18年5月22日） 

事実証明 その１２ 最高裁判例 

事実証明 その１３ 仙台市判例 

事実証明 その１４ 四日市市判例 

事実証明 その１５ 和泉市職員措置請求について（通知） 

事実証明 その１６ 大阪市監査結果（大監第22号） 


