
生駒市監査委員告示第５号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４２条第１項の規定による

監査請求について、同条第４項の規定により監査を行い、その結果を請求人に対して通知したの

で、これを公表する。 

 

平成１９年６月８日 

生駒市監査委員 藤 本 勝 美 

生駒市監査委員 井 上 圭 吾 

生駒市監査委員 山 田 正 弘 

 

第１ 監査の請求 

１ 請求人 

 

 

２ 請求書の提出 

平成１９年４月１８日 

 

３ 請求の要旨 

原文のとおり 

請求の要旨 
１、平成１１年１１月２０日 生駒市土地開発公社は生駒市東生駒２丁目２０７番１１宅地

４，５５５．００㎡ 生駒市東生駒２丁目４６８番１ 山林 ３９６㎡ 
生駒市東生駒２丁目２０７番１１ 寄宿舎 鉄筋コンクリート陸屋根６階建 
３，９５５．５６㎡を野村土地建物株式会社から９億円で購入した。 
この土地は中本前市長が、東コミュニティ施設用地として生駒市土地開発公社に取得を

依頼したものである。 
しかしながら、具体的な施設建設計画や候補地が決まっていなかった。また、取得価格

９億円は適正価格を著しく上回るものであった。 
生駒市長は、本件の用地の再鑑定をおこない。再鑑定の損害額に基づき、中本前市長に

対して、土地取得による損害額を請求すること。 
２、生駒市は東生駒会社寮跡地利用検討懇話会を設置し、取得用地についての検討をした。 

同懇話会は、跡地についての検討をおこない、山下市長に今年の３月に具体的な提言をし

ている。 
この状況から、生駒市は本件土地を近々に取得することが確実になってきていると思わ

れる。しかし、背任容疑の疑いがでてきた本件土地を取得することは適切ではない。 
請求の理由 

１、あらたな事実の発生に基づき監査請求をおこなう。 
（１）毎日新聞４月１３日の報道「生駒市土地公社８年前も不透明買収」により背任容疑が

明らかになったこと。 （事実証明書１） 
（２）生駒市は東生駒会社寮跡地利用懇話会を設置し、事務局・地元自治会・商店会・公募

の市民などで、跡地利用の方向性を検討した。その提言案は、市の財政事情を考慮しな

がら、施設をつくるというものである。このことにより生駒市が再取得し、施設を作る

可能性が高いこと。 （事実証明書２） 
（１）（２）の新たな事実に基づき住民監査請求をおこなう。 



２、土地及び物件の取得について 
（１）①高値で取得したこと。土地開発公社との売買契約書 （事実証明書３） 

②地価の下落による損害をこうむったこと。 
生駒市内の商業地及び住宅地については平成２年の土地バブル崩壊後、毎年約８％

の価格下落が続いたと言われ、早急に用地を取得する必要はなかった。しかも、施設

建設計画・候補地も決まっていなかった。 
本件の土地は、さらに地価が毎年下落し、平成１８年の私達の調査した査定では、

約４億５０００万円の価格である。 
（撤去費用が約１億２０００万円必要であり、撤去工事費を差し引くと約４億  
５０００万円の査定価格になる。：建物は築３２年） （事実証明書４） 
平成１１年１１月１９日 生行第１５９号 中本前市長は「コミュニティ施設用地

の先行取得について」生駒市土地開発公社に先行取得を依頼した。（事実証明書５） 
依頼を受け公社は「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき用地の取得をおこ

なったが、このことにより生駒市に莫大な損害を与えた。 
莫大な損害とは、異常な高値での土地取得による損失・地価の下落による損失・金

利負担などのことである。 
（２）現在の所有用地では、東コミュニティセンターの事業用地として不足すること。 
（３）更地交渉をしなかったこと。 
（４）地積更正申請をしなかったこと。 

平成１８年１月３１日現在登記簿上は実測面積１９８３．２１㎡の約５分の１の

３９６㎡なので、現況にあった地積更正申請が必要である。 
（５）重要事項の説明書がないこと。 

（１）～（５）において不自然な取引であったことがいえる。 
また、この用地取得をめぐって背任の疑いも取りざたされている。 

３、無利子貸付け（金利）について 
（１）生駒市土地開発公社が取得した用地について、生駒市公共施設整備基金よりの無利子

貸付とされている。しかし、平成１８年度の１年間の公債（借金）の発行は３９億円で

あり、生駒市の財政に負担をかけている。 （事実証明書６） 
無利子貸付けをすることにより、長期間にわたり塩漬け土地を放置する結果となった。 
無利子貸付、また、保有土地を時価評価しないことも実態を不透明なものにしている。 

４、監査委員に求める措置 
（１）損害賠償をもとめる 

①不動産鑑定の再鑑定をおこなうこと。 
②土地取得の疑惑をあきらかにすること。 
③土地取得による損失・地価下落による損失・長期間の塩漬け土地による金利負担をあ

きらかにし、適切な損害賠償をもとめること。 
（２）土地の再取得を差し止めること。 

生駒市民が損害額を支払う必要はない。 
新たな施設を作る前に、本件土地の取得の疑惑を解明することが先決である。 

（３）土地開発公社に対しての無利子貸付を撤回すること。 
（４）保有土地の時価評価（減損会計）をおこなうこと。 

以上 
添付資料 

事実証明書  １  ２００７年４月１３日付 朝日新聞記事 
事実証明書  ２  生駒市東生駒社会寮跡地利用検討懇話会の提言 
事実証明書  ３  土地不動産及び物件売買契約書 
事実証明書  ４  査定報告書 
事実証明書  ５  コミュニティ施設の先行取得 依頼文書 
事実証明書  ６  要望書―金利についての解答 



（注）事実を証する書面の内容については、この監査結果への記載を省略した。 
 

第２ 請求の受理 

本件請求が法第２４２条に規定する要件を具備しているか否かについては、各要件を調査

又は確認した結果、請求内容の一部について「請求期間に関する要件」などの疑義が生じた

が、これについては監査の過程において明らかにしていくものとし、平成１９年４月２６日

にこれを受理した。 

 

第３ 監査の実施 

１ 証拠の提出及び陳述 

請求人に対して、法第２４２条第６項の規定により、平成１９年５月９日に証拠の提出及

び陳述の機会を設けた。これに対し、請求人から新たな証拠の提出及び請求内容の補足説明

があった。 

 

２ 監査の対象部局等 

生駒市企画財政部を監査対象とし、必要な資料の提出を求めるとともに、企画財政部長、

企画政策課長、当時担当部長等の出席を求め、平成１９年５月９日、同年５月１８日及び同

年５月２９日に事情聴取を行った。 

 

３ 関係人の調査 

法第１９９条第８項の規定により、公社から理事長職務代理者等（生駒市職員兼務）関係

者の出席を求め、平成１９年５月９日、同年５月１８日及び同年５月２９日に事情聴取を行

った。また、請求人が当該不動産取引にかかる仲介業者であると主張するＡ不動産から関係

者の出席を求め、平成１９年５月２９日に事情聴取を行った。 

 

４ 監査の対象事項 

本件請求書に記載された内容及び陳述時の補足説明から、市が生駒市土地開発公社（以下、

「公社」という。）に対して別紙物件目録記載の土地建物を高値で先行取得するように依頼

したことは違法・不当な行為であるか、また、その違法・不当な行為に基づき公社が取得し

た別紙物件目録記載の土地建物を市が再取得することは違法・不当なものであるか、公共施

設整備基金から公社に対して無利子貸付を行ったことが不当なものであるかどうかの３点を

監査の対象とした。 

なお、本件請求のうち、保有土地の時価評価（減損会計）を行うことは、公社に対して一

定の措置を求めるものであり、住民監査請求の対象ではないので、下記のとおり却下するこ

ととした。 

 

第４ 監査の結果 

上記措置請求について、監査した結果を別紙のとおり請求人あて通知した。 

 



生 監 委 第 ４ ９ 号 

平成１９年６月８日 

 

請 求 人 様 

 

生駒市監査委員 藤 本 勝 美 

生駒市監査委員 井 上 圭 吾 

生駒市監査委員 山 田 正 弘 

 

 

住民監査請求に係る監査結果について（通知） 

 

平成１９年４月１８日付けで提出のあった「住民監査請求書（東コミュニティ施設用地取得に

係る措置請求）」について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）

第２４２条第４項の規定により監査を行ったので、その結果について下記のとおり通知します。 

 

記 

第１ 請求の受理 

本件請求が自治法第２４２条に規定する要件を具備しているか否かについては、各要件を

調査又は確認した結果、請求内容の一部について「請求期間に関する要件」などの疑義が生

じたが、これについては監査の過程において明らかにしていくものとし、平成１９年４月

２６日にこれを受理した。 

 

第２ 監査の実施 

１ 監査の対象事項 

本件請求書に記載された内容及び陳述時の補足説明から、市が生駒市土地開発公社（以下

「公社」という。）に対して別紙物件目録記載の土地建物（以下、併せて「本件不動産」と

いい、土地のみをいうときは「本件土地」、建物のみをいうときは「本件建物」という。）

を高値で先行取得するように依頼したことは違法・不当な行為であるか、また、その違法・

不当な行為に基づき公社が取得した本件不動産を市が再取得することは違法・不当なもので

あるか、公共施設整備基金から公社に対して無利子貸付を行ったことが不当なものであるか

どうかの３点を監査の対象とした。 

なお、本件請求のうち、保有土地の時価評価（減損会計）を行うことは、公社に対して一

定の措置を求めるものであり、住民監査請求の対象ではないので、下記のとおり却下するこ

ととした。 

 

２ 監査の対象部局等 

生駒市企画財政部を監査対象とし、必要な資料の提出を求めるとともに、企画財政部長、

企画政策課長、当時担当部長等の出席を求め、平成１９年５月９日、同年５月１８日及び同

年５月２９日に事情聴取を行った。 

 



３ 関係人の調査 

自治法第１９９条第８項の規定により、公社から理事長職務代理者等（生駒市職員兼務）

関係者の出席を求め、平成１９年５月９日、同年５月１８日及び同年５月２９日に事情聴取

を行った。また、請求人が当該不動産取引にかかる仲介業者であると主張するＡ不動産から

関係者の出席を求め、平成１９年５月２９日に事情聴取を行った。 

 

第３ 監査の結果 

本件請求については、次のとおり決定した。 

 

１  事実関係の確認 

(1) 東コミュニティ施設建設計画と本件不動産取得の主な経緯について 

平成11年  生駒市総合計画等に基づき、東地区コミュニティ施設の候補地として野

村證券寮跡地を検討 

平成11年7月頃  所有者野村土地建物㈱との交渉開始 

平成11年 9月 不動産鑑定評価書を取得 

平成11年11月 公社に先行取得を依頼 

平成11年12月 公社臨時理事会開催 

公社と野村土地建物㈱において売買契約の締結(売買価格９億円) 

所有権移転登記 

前金(63千万円)支払分について市と公社において金銭貸借契約締結して

市が公社に貸し付け、公社は同日野村土地建物㈱に前金支払い 

平成12年 1月 残金(27千万円)支払分について市と公社において金銭貸借契約締結して

市が公社に貸し付け、公社が同日野村土地建物㈱に残金支払い 

平成12～14年 北コミュニティセンター用地取得及び工事により東コミュニティ施設建

設事業化延期 

平成14年  東コミュニティ施設の運営についてPFI事業にかかる調査を委託 

平成16～17年 地元からの施設建設要望 

  平成１７年度予算に用地再取得費(９億円)、設計費(51百万円)を計上 

平成17年 9月 集約した要望に基づき東コミュニティ施設の基本構想についての３案を

作成、提示 

平成17年12月 東コミュニティ施設の整備案を作成 

平成18年 2月 新市長により東コミュニティ施設の整備中止を決定(予算不執行) 

平成18年 8月 「東生駒会社寮跡地利用検討懇話会」を設置 

平成19年 3月 「東生駒会社寮跡地利用に関する提言書」を市長に提出 

 

(2) 公社に取得依頼した土地・建物とその鑑定評価額及び取得額について 

当時市長公室行政推進室（現企画財政部企画政策課）において、本件不動産の先行取

得にあたり大和不動産鑑定株式会社奈良支社に鑑定評価を依頼し、同社が市に提出した

平成１１年９月１０日付鑑定評価報告書の内容は下表のとおりである。 

 

 



（土地） 

地番 東生駒二丁目２０７番１１ 東生駒二丁目４６８番１ 

地目 宅地 山林 

地積 
 

（公簿）  4,555.00㎡ 

（実測）※1,983.21㎡ 

（公簿）    396㎡ 

依頼目的 売買の際の参考のため 

価格の種類 正常価格 

現地実査を行った年月日 平成１１年８月６日 

鑑定調査を行った年月日 平成１１年９月８日 

価格時点 平成１１年８月１日 

鑑定評価額 870,005,000円 109,473,000円 

単価 191,000円／㎡ 55,200円／㎡ 

※ 依頼者提示の実測数量を表す。 

（建物） 

所在 東生駒二丁目２０７番１１ 

家屋番号 ２０７番１１ 

種類 寄宿舎 

構造 鉄筋コンクリート造陸屋根六階建 

総床面積 3,955.56㎡ 

築年月日 昭和４９年３月３０日 新築 

依頼目的 売買の際の参考のため 

価格の種類 正常価格 

現地実査を行った年月日 平成１１年８月６日 

鑑定調査を行った年月日 平成１１年９月８日 

価格時点 平成１１年８月１日 

鑑定評価額 47,467,000円 

 

上記の土地・建物の鑑定評価額合計は、１０億２，６９４万５千円であり、この鑑定評

価額を基に、当時行政推進室職員が担当者として所有者である野村土地建物㈱と売買価格

交渉を行ったうえ、市は平成１１年１１月１９日付「コミュニティ施設用地の先行取得に

ついて（依頼）」と題する書面により公社に対して、本件不動産の先行取得を依頼した（以

下「本件先行取得依頼」という。）。なお、依頼書では、取得予定額９億円、取得予定時

期平成１１年１２月下旬、再取得予定時期平成１３年度中となっている。また、公社と野

村土地建物㈱との売買契約は、平成１１年１２月２０日付本件土地２筆で９億円、本件建

物は０円で締結している。 

関係職員調査において、鑑定評価額から売買価格交渉額を算出する際、現況建物は東コ

ミュニティ施設建設のためには解体・撤去が必要であるとの認識があり、その費用等を考

慮した旨の主張があったが、関係書類が提出されなかったため、詳細な交渉額の算定を確

認することはできなかった。 

 



(3) 生駒市総合計画等について 

昭和５８年策定の第二次生駒市総合計画によると、「コミュニティ活動の基盤となる生

活圏は、現在「自治会」とよばれる圏域と考えられるが、新旧住民がともに活動する場と

して「コミュニティづくり」の基礎となる単位を小学校区と設定し、“ひろば”の中核で

あり文化活動や親睦等の場であるコミュニティセンターは、原則として中学校区を単位と

して整備を行う。」こととされ、人口１．５万人～３万人をその設置基準としている。こ

れは、第三次生駒市総合計画（平成３年策定）にも継承され、平成９年策定の生駒市生涯

学習推進基本計画では、「地域における市民の学習活動や情報・相談等の拠点施設として、

コミュニティセンターを位置づけ、本市を３ブロックに分け、その整備を進めるとともに、

（略）コミュニティ学習圏（中学校区）における市民の学習活動推進のための拠点として

地区公民館等を位置づけ」るとしている。さらに、平成１１年３月には、市長公室行政推

進室において生駒市のコミュニティ施設整備の具体的方向について検討がなされ、東地区

コミュニティ施設については、「人口要件から具体的検討は加えていないが、生涯学習へ

の地域住民の関心の高まりや、地域に商店街が形成されていること等を勘案すると、今後

住民がくつろぎ、こころの豊かさを実感できるとともに、多くの人々が交流できるコミュ

ニティの核としての施設の配置も視野に入れて引き続き検討する必要があると考える。」

としている。 

具体的な建設計画としては、第四次生駒市総合計画に基づく平成１５年度～平成１７年

度実施計画において、生涯学習推進基盤の整備として東地区コミュニティ施設建設事業が

あがっており、平成１５・１６年度に調査及び検討、平成１７年度に設計がそれぞれ計画

されている。さらに、平成１７年度～平成１９年度実施計画において、「市民の活動や交

流の拠点施設として現在配置整備されている中・南・北の３つのコミュニティセンターを

核として、自治連合会の地区単位である東地区にそれらを補完するコミュニティ施設の整

備を行う」こととし、平成１７年度に用地購入及び設計、平成１８年度に工事、平成１９

年度に開設が計画されていた。 

 

(4) 生駒市公共施設整備基金から無利子貸付を行うことについて 

生駒市公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例（昭和４３年条例第２５

号）では、第３条で「基金はその資金を生駒市土地開発公社に貸し付けて運用すること

ができる。」とし、基金の貸付を認めている。さらに、生駒市公共施設整備基金管理の

取扱い要綱（平成４年訓令甲第３号）では、第３条で「資金を公社に対して貸し付ける

場合の利率は、市長が定める率とする。ただし、地価の動向、金融情勢、事業施行の効

率性等特別な事情がある場合は、０パーセントの利率で貸し付けることができる。」と

規定されており、この規定に基づき、無利子貸付を行っている。 

 

２  判断 

(1) 市が公社に対して本件不動産の先行取得依頼をしたことの違法・不当性について 

住民監査請求の対象となる行為は「当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは

委員又は当該普通地方公共団体の職員」の行為である。本件不動産を取得したのは公社で

あり、公社の本件不動産の取得行為は住民監査請求の対象となると解することはできない。

しかし、公社は、市の先行取得依頼に基づき本件不動産を取得している。この先行取得の



依頼は、民法上の委任契約の性質を有すると解され（最高裁第三小法廷平成１５年６月１

０日判決）、市は公社に対して、委任事務処理費用として公社が本件不動産の取得に要し

た費用（取得価格に利息や事務費を加算した金額）の支払義務を負っていると考えられる。

本件では、市は公社に対し、平成１１年１１月１９日付「コミュニティ施設用地の先行取

得について（依頼）」と題する書面により先行取得を依頼しており、その書面には、公社

の取得予定額、取得予定時期及び市の再取得時期が記載されているが、これは市が公社に

対して本件不動産の再取得を約したものである。その再取得価格は、上記書面に記載はな

いが、上記先行取得依頼の趣旨から考えて、公社が本件不動産の取得に要した費用（取得

価格に利息や事務費を加算した金額）であると考えられる。従って、市が公社に不動産の

先行取得を依頼する行為は、自治法２４２条第１項の「契約の締結」あるいは「債務その

他義務の負担」に該当すると考えられ、市が行う先行取得の依頼は住民監査請求の対象に

なると考えられる。 

ところで、自治法第２４２条第２項では、住民監査請求は当該行為があった日又は終わ

った日から１年を経過したときは、正当な理由がない限りこれをすることができないとし

て、請求の期間制限規定を設けている。正当な理由の有無については、普通地方公共団体

の住民が相当の注意力をもって調査を尽くした場合に客観的にみて当該行為の存在又は

内容を知ることができたかどうか、また、当該行為を知ることができたと解される時から

相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものであるとされる（最高裁

第一小法廷平成１４年９月１２日判決）。本件の場合、公社への本件不動産の先行取得依

頼は平成１１年１１月１９日に行われており、監査請求時には既に１年以上が経過してい

る。請求人は、平成１９年４月１３日付毎日新聞の報道記事をもって新たな事実の発生で

あるとし１年を経過した正当な理由にあたると主張しているが、当該記事内容からは具体

的に新たな事実の発生を知るに足りる記述は見受けられない。また、本件不動産の取得に

ついては生駒市土地開発公社の事業報告書及び決算報告書に記載されており一般の閲覧

に供されている。また、生駒市情報公開条例に基づいて当該取得依頼行為にかかる公文

書及び生駒市土地開発公社開示規定に基づいて当該取得行為にかかる公社文書の開示請

求を行うことは可能であり、さらに、平成１６年１２月１３日に開催された生駒市定例市

議会においては公社による本件不動産の取得の経緯についての質疑が行われている。以上

のことからすると、遅くともその時点においては住民が相当の注意力をもって調査を尽く

せば、客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の内容を知ることができたも

のと判断でき、自治法第２４２条第２項ただし書きに規定する正当な理由に該当するとは

認められない。 

よって、自治法第２４２条に定める要件を欠いていることから、市が公社に対して本

件不動産の先行取得依頼をしたことの違法・不当性を根拠とする適切な損害賠償を求め

る措置請求は却下を免れない。 

 

(2) 公社からの再取得を差し止めることについて 

公社の本件不動産の買収は、上記のとおり、公社が独自に行ったことではなく、市から

の先行取得依頼に基づいて行われたものであり、本件先行取得依頼は民法上の委任行為の

性質を有するものと解されることから、市は本件不動産を公社から再取得することを待つ

までもなく、本件不動産取得依頼に基づき、公社に対して本件不動産の買収に要した費用



（本件の場合は取得代金相当額）を委任事務処理費用として支払わなければならない立場

に置かれている。市のこの委任事務処理費用支払債務は、市が本件不動産を公社から再取

得することを差し止めてみても何等解消することができない。（市が本件委任契約を解除

し、再取得を拒絶したとしても市は公社に対して処理費用と同額の損害賠償債務を負担す

ることとなる。）他方、市が本件不動産を公社から再取得する場合は、本件不動産の買収

に要した費用（本件の場合は取得代金相当額）を支払うこととなり、それ以上に金額が付

加されるわけではない。よって市が既に負っている上記処理費用支払い債務の金額以上に

新たな金額の債務を負担するわけではない。したがって、市が本件不動産を公社から再取

得することによって、市に新たな財産的損害を発生させるものとは認められない。 

以上のことから、本件不動産の再取得の差し止めを求める請求人の主張には理由がな

く、請求を棄却する。 

 

(3) 無利子貸付の不当性について 

無利子貸付を行うことについては、生駒市公共施設整備基金の設置、管理及び処分に

関する条例第３条及び生駒市公共施設整備基金管理の取扱い要綱第３条に基づくもので

あることを１(4)で述べたところである。また、(1)(2)で述べたように、市は公社に対し

て本件不動産の取得を委任したのであるから、委任事務処理費用の支払義務がある。そ

の委任事務処理費用の額は、委任事務処理のために要した費用であるから、本件不動産

の取得代金相当額のほかに少なくとも借入金利息相当額が含まれる。したがって、本件

において、生駒市公共施設整備基金から有利子貸付を受けた場合には市が公社から本件

不動産を再取得する価格に借入金利息が加算されることとなり、利息相当額は最終的に

は市の負担となる。市は、このような事情などを勘案して、公社に対し無利子貸付を行

っているものであり、無利子貸付の継続によって市に新たな損害が発生するとは認めら

れず、不当なものとも認められない。 

以上のことから、請求人が求める無利子貸付の撤回については理由がないから、請求

を棄却する。 

 

(4) 保有土地の時価評価（減損会計）を行うこと 

本件不動産は現時点では公社の所有であり、請求人が求める措置は、公社の会計処理に

関するものであって、監査請求の対象ではない。 

以上のことから、保有土地の時価評価（減損会計）を行うことを求める請求は、却下す

る。 

 

３ 補足意見（改善要望） 

今回の東コミュニティ施設用地取得に係る住民監査請求についての監査結果から、用

地取得依頼及び市の再取得について問題点が見受けられたので、生駒市長に対して、次の

とおり要望する。 

 

(1) 先行取得依頼にかかる意思決定過程の明確化、透明化等について 

昭和５８年以降策定の生駒市総合計画等においては、市民の活動の場としてコミュニ

ティ施設或いは地区公民館の整備を謳っており、そのなかで中学校区及び人口１．５万



人～３万人をその設置基準として市民の活動や交流の拠点施設を整備することとしてい

る。これをふまえて、中・南・北の３つのコミュニティセンターを核として、自治連合

会の地区単位である東西地区にそれらを補完するコミュニティ施設の整備を行っていく

という市内部での認識があり、市は、この認識をもとに、本件不動産の先行取得依頼を

行ったとしている。 

しかし、先行取得依頼にあたり、市内部において組織として適切な意思決定手続がと

られたかについては疑問がある。本件不動産に関して鑑定書が存在し、その取得価格の

相当性については一応の検討はされているものの、取得の前提としての本件不動産の必

要性や候補地としての適性、取得時期の適否などについては、検討された形跡が見当た

らない。市内部においては、東地区のコミュニティ施設用地として取得したとのことで

あるが、本件不動産を取得する９カ月前に生駒市市長公室行政推進室が作成した平成１１

年３月付「生駒市のコミュニティ施設整備の具体的方向について（検討案）」において

は、北地区、西地区におけるコミュニティ施設が優先的に検討されており、東地区につ

いては具体的な検討はされていなかったと推測される。それにも拘わらず、急遽、東地

区のコミュニティ施設用地として本件不動産の取得が決定されており、その取得を決定

するに至った経緯については不明のままである。また、本件不動産の取得に際し、建物

が不要であるにも拘わらず建物撤去費用の明確な査定なくして建物付きで購入し、かつ、

隣地との境界確定をすることなく購入しているが、地価の下落傾向が続くなかで、その

ような不確定要素のもと購入を急ぐ理由はなかったものと思われる。本件不動産は、具

体的な利用計画なくして、一部の市上層部の独断により購入が決定された可能性が高く、

市の意思決定システムとして極めて杜撰なものであったといわざるを得ない。 

今後は、意思決定の手続きを明確にし、また、その過程を記録して、十分な牽制作用

が機能し、市民に対する説明責任を果たせるシステムを整備、構築し、市民に不信と疑

惑の念を与えることのないよう要望する。 

また、上記のとおり、本件不動産については鑑定書が存在し、取得代金の相当性につ

いては一応の疎明はされているものの、その取得の必要性や取得時期の適否などについ

ては具体的に検討された形跡がなく、取得後も３年程度は利用方法さえ検討されていな

かった。そして、本件不動産は現在も未使用のままである。仮に、公社の取得価格が相

当であったとしても、地価が下落傾向にある時期に、具体的な利用計画もない不動産の

先行取得を依頼し、その後、いわゆる「塩漬け」になっているのであって、本件先行取

得依頼は地価の下落や資金凍結による損失を市に生じさせているものである。 

市において必要と認められるのであれば、本件不動産取得にかかる一連の行為につい

て、責任の所在も含めて、精査・検討し、適切な措置をとられることを要望する。 

 

(2) 本件不動産の再取得について 

公社が本件不動産を取得後、７年余りのあいだ再取得がなされず具体的な事業が進展

しなかったことについては、極めて遺憾なことであると言わざるを得ない。先行取得依頼

により市は公社に対して本件不動産を再取得すべき義務を負っていると解され、市が取得

を拒絶し、あるいは取得価格を下回る時価で取得しても、市は公社に対して公社の取得価

格との差額相当額につき損害賠償義務を負担することとなるため、市としては本件不動産

を公社の取得価格９億円で再取得する場合とで、生駒市の負担に相違はない。その意味で、



市が本件不動産を再取得することが直ちに違法・不当になるとはいえない。 

しかし、生駒市を取り巻く情勢が大きく変動しており、市が本件不動産を取得して新

たな施設のために追加費用を負担すべきか否かについては、行政需要やその効果などを十

分に検討され、市長においては適切に対応されることを要望する。 

以上 



物  件  目  録 

 

 

１ 所  在 生駒市東生駒二丁目 

地  番 ２０７番１１ 

地  目 宅地 

地  積 ４２４６．４８平方メートル 

 

２ 所  在 生駒市東生駒二丁目 

地  番 ４６８番１ 

地  目 山林 

地  積 ３９６平方メートル 

 

３ 所  在 生駒市東生駒二丁目２０７番地１１ 

家屋番号 ２０７番１１ 

種  類 寄宿舎 

構  造 鉄筋コンクリート造陸屋根６階建 

床 面 積 １階  １０４．４９平方メートル 

 ２階 １０８５．３７平方メートル 

 ３階  ８８９．７５平方メートル 

 ４階  ９１０．９２平方メートル 

 ５階  ９１０．９２平方メートル 

 ６階   ５４．１１平方メートル 

 

以上所有者 生駒市土地開発公社 

（平成１９年５月９日付全部事項証明書による） 

 


