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今治市職員措置請求書 

（2018年 11月 22日修正提出） 

 

第一 措置請求の要旨 

地方自治法第１３８条の２で、今治市は「法令、規則その他の規程に基づく」「事務

を」「誠実に管理し及び執行する義務を負う」ことが定められている。 

地方自治法 

第１３８条の２  普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体

の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規

程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、

誠実に管理し及び執行する義務を負う。  

「新版 逐条地方自治法〈第９次改訂版〉松本英明（元自治省事務次官）著 学陽書

房」の同条の［解釈及び運用］（５００頁）は、 

     本条は、普通地方公共団体のすべての執行機関が、その権限に属する事務

を管理し、及び執行するに当たってのよるべき根本基準を規定したものであ

る。この規定は、昭和二十七年の改正において規定されたものであり、執行

機関がその任務を遂行してゆくうえの極めて当然の心構えを明らかにしたも

のであるが、その背景には、戦後の地方公共団体の運営の実際に徴するに、

地方公共団体のそれぞれの執行機関が、自己の職務権限を誠実に執行す

るという点に欠けるうらみがないわけではなく、或いはその執行を怠り、或いは

権限を逸脱し、或いは拘束を受くべからざるものの拘束を受けて特定の利益

に奉仕する等のことに起因して、執行が公正妥当になされているとは必ずしも

称し得ないものも少なくない実情があったとされている。 

と、述べる。 

今治市長は執行機関の長として本条の立条理念をも鑑みて「法令、規則その他の

規程に基づ」いた「誠実に管理し及び執行する義務」を負っているのであるが、学校法

人加計学園（以下、加計学園）による２０１６年１０月３１日の土地調査（ボーリング等）及

び１１月２８日の土地調査（試掘調査）の申出に対して、菅良二今治市長及び長野和

幸今治市土地開発公社理事長（以下、今治市長等）はいずれも即日で承諾をしてい

て、同法同条の執行義務の責を果たしたとは言えず、手数料の請求を怠り、手数料を

得る義務を怠る事実は違法かつ不当である。また、この当該怠る事実は、今治市の財

産の適正な管理及び運営上の違法となる。これは、住民監査請求の対象となる地方

自治法２４２条の「違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を

怠る事実（以下「怠る事実」という。）がある」に該当するいわゆる財務会計行為上の違

法でもあり、今治市に財政上の損害を与えている。なお、それらの行為は、民法の一

般原則である行政と住民との関係における「信頼保護の原則」ないし「信義誠実の原
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則」に反し、さらには「公序良俗」に反する。よって、監査委員は今治市長等に対し、必

要な措置を講ずるよう勧告されたい。以下に理由および取るべき措置を詳述する。 

 

 

第二 措置請求の理由 

加計学園に対する土地調査等の使用料の徴収を怠った 

１．怠る事実 

国家戦略特別区域法の事業主体者募集（２０１７年１月４日）の１、２か月前の２０１

６年１０月３１日及び同年１１月２８日に加計学園 加計晃太郎理事長からいこいの丘

の土地調査（ボーリング等及び試掘調査）の申出を受けた今治市長等はそれぞれを

即日に承諾している（以下、申出・承諾書）。【事実証明書１】 

いこいの丘は２０１６年当時今治市及び土地開発公社が所有する土地であった。

一私学である加計学園による事業主体決定前の、いこいの丘の土地調査に対して

使用料を徴収すべきであったが、今治市長等は「加計ありき」、「２０１８年４月開学」

の「スピード感」に縛られるあまり、遵守すべき今治市が制定した規則に対する不作

為により使用料を徴収すべき義務を怠った。 

又、２０１８年４月３日の加計学園獣医学部の入学式に市有地を加計学園に占用

させていたが、占用許可申請の手続きを行わせず不法に占用させ、料金の徴収を

怠ったのである。【事実証明書７】～【事実証明書９】 

 

２．公金の賦課徴収を怠る事実 

（１）今治市長等の法的義務不履行 

２０１６年１１月のいこいの丘の土地は公有財産であり、公有財産は地方自治法第

２３８条でその範囲を法定し、分類を明定して、行政財産の管理及び処分は同法第

２３８条の４第７項で規定し、普通財産の管理及び処分については、同法第２３８条

の５で規定している。 

今治市長等は地方自治法１３８条の２規定に従い、今治市の「条例、規則、規程

に基づき、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負」って

いる。申出・承諾書に関する、地方自治法１３８条の２が述べる適用規則は今治市公

有財産事務取扱規則（以下、事務取扱規則）である。【事実証明書１０】 

行政財産および普通財産の使用許可に対する当該事務取扱規則の適用条項は

第３４条から第５１条の２である。「行政財産の目的外使用の許可は、その用途又は

目的を妨げないと認める場合で、かつ、当該使用が本市の事務事業と密接な関連

を有し、若しくはその円滑な執行に寄与するとき又は公益上その他市長が必要と認

めるときに限り行うものとする。」と定め、第３６条第１項は「当該申出人に行政財産目

的外使用許可申請書(略)を提出させ、第３４条の規定に該当する理由、使用料算定

http://reikishu.city.imabari.ehime.jp/reiki_honbun/r059RG00000190.html#e000000666
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の基礎、保証人の必要の有無、使用許可指令等その他参考となるべき事項を具し

て決裁を受けなければならない。」と規定し、第２項では使用料の免除時にはその

理由記載を、第３項では第１項規定の決裁に対して指令書の交付と、使用許可の手

続きを定めている。 

しかし、情報開示請求で開示された公文書にはこれら必要事項を「省略」すると記

述した文書、使用料の前納記録等の本来存在すべき手続きに関する書類はなく、

土地使用料の徴収の義務を怠っていることは明白である。それは、前述のように財

務会計行為上の違法となる。 

 

（２）土地調査等における土地使用料未収の証明 

  ア 公文書開示請求で開示した申出・承諾書について 

  昨２０１７年３月２４日付けで、いこいの丘のボーリング調査に関する公文書開

示請求を行った。【事実証明書６】その請求内訳は、「①ボーリングを行った当事

者からの申請書、②承諾書、③３か月間の実施日時及びその記録、④事業者に

示した今治市の指示、⑤事業者同士が競合した事案、⑥ボーリングに関する苦情

及びトラブルの発生事案及びその処理、⑦ボーリング調査を可能ならしめる法的

根拠文書等⑧その他一切の文書」であり、開示されたのは①及び②の「土地調査

申出・承諾書」であった。③～⑧は「当該文書は作成されておらず、実際に存在し

ないため」との理由で非開示であった。当該開示文書には土地使用料に関する

規則関連文書が存在しない。 

改めて、本２０１８年７月１７日付けで「土地調査の申出・承諾書の決裁過程及び

決裁を示す文書一切」の公文書開示請求を行った【事実証明書１１】結果は、前

回と同様の申出・承諾書と図面が開示された。【事実証明書１２】 

以上の通り、事務取扱規則第３４条から第５１条の２までの関連書類は存在して

いないことは明白である。関連書類の不存在は、事務取扱規則に従った処理が行

われず、使用料を徴収していないことを証明するものである。 

 

イ 開示された公文書 

土地調査に係る今治市の情報開示請求による開示文書は、国家戦略特区事

業主体応募より１、２か月前の加計学園による申出・承諾書であり、市長等に宛て

たそれぞれの文書が存在する。【事実証明書１】 

 （ア） 市長に宛てた、土地調査（ボーリング等）の申出・承諾書 

２０１６年１０月３１日付けの加計学園 理事長加計晃太郎氏の申出に対して

菅良二今治市長は同日付けで承諾している。【事実証明書２】 

（イ） 市長に宛てた、土地調査（試掘調査）の申出・承諾書 

同年１１月２８日付けの加計学園 理事長加計晃太郎氏の試掘調査申出に対
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して菅良二今治市長は同日付けで承諾している。【事実証明書３】 

（ウ） 長野和幸今治市土地開発公社理事長に宛てた（ア）（イ）と同様のもの。

【事実証明書４】、【事実証明書５】 

ウ 開示公文書「申出・承諾書」の怪…加計学園理事長印など 

２０１７年３月２４日の情報公開決定通知書で当初開示された申出・承諾書の日

付は赤ボールペンらしき手書きであり、市長等の公印のない文書であった。【事実

証明書１】当該開示文書の、２０１６年１０月３１日付け土地調査申出書（ボーリング

等）の加計学園理事長印は丸印であり、同年１１月２８日付けの土地調査申出書

（試掘調査）のそれは角印であった。今治市は加計学園理事長印の形の違いに

ついては確認しなかったという。ちなみに２０１８年７月４日に加計学園に対して、

加計学園理事長公印の丸・角について確認したところ、理事長公印は二つあり、

角印は学園が間違って押したものであるとの説明があった。 

企画課から開示された１０月３１日付け土地調査申出・承諾書は起案日が４日

後の１１月４日であるという奇怪があり、市長等の公印が押されて、日付は手書き

からゴム印に変わっている文書である。【事実証明書１３】 

営業戦略課は【事実証明書１】を開示し、企画課は【事実証明書１３】を開示し、

公文書開示請求に対して異なる公文書を開示する今治市情報書公開条例上の

問題も存在する。 

 

上記の土地調査申出・承諾書の内容を表１にまとめた。 

表１ 加計学園から提出された いこいの丘土地調査の申出書及び市長等の承諾書 

宛先＝ 

承諾者 
目的／理事長の公印 期間 

申出日 

承諾日 
地番 

面積（㎡）計

168,262.07 

菅
良
二 

今
治
市
長 

（ア）土地調査 

ボーリング調査・敷地調査・

確定測量＜丸形公印＞ 

【事実証明書２】 

2016.10.31から 

2017.01.31 

（約 3箇月間） 

2016.10.31 
1-3 32,955.01 

4-1   483.92 

同日 4-3 32,183.45 

今治市

用地取

得特別

会計 

（イ）試掘調査 

＜角形公印＞ 

【事実証明書３】 

2016.12.01から 

2017.01.31 

（約 2箇月間） 

2016.11.28 

同上 65,622.38 
同日 

長
野
和
幸 

今
治
市

土
地
開
発
公
社
理

事
長 

（ウ）土地調査 

ボーリング調査・敷地調査・

確定測量＜丸形公印＞ 

【事実証明書４】 

2016.10.31から 

2017.01.31 

（約 3箇月間） 

2016.10.3

1 

1-4 10,990.65 

1-5 7,033.72 

同日 

1-6 10,263.50 

1-7 11,214.23 

2 63,137.59 
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今治市

土地開

発公社 

（ウ）試掘調査 

＜角形公印＞ 

【事実証明書５】 

2016.12.01から 

2017.01.31 

（約 2箇月間） 

2016.11.28 

同上 102,639.69 

同日 

エ 加計学園獣医学部入学式に加計学園がいこいの丘の市有地を占用していたこ

とについて 

本２０１８年４月３日の入学式の占用許可に関する文書一切の開示請求【事実

証明書７】、【事実証明書８】に対する決定は非開示決定【事実証明書９】であり、

開示しない理由は「該当する文書なし」であった。用地管理課の説明は、入学式

当日の４月３日の朝９時頃に秋山企画課長が曽我部用地管理課長と協議をして

占用許可手続きを行わず占用させていたというものであった。当該地の詳細な面

積は公表されていないことから、請求人は占用料金を推定できないが今治市法定

外公共用財産管理条例援用等から最低料金１００円は徴収すべきある。 

 

オ 土地使用料は徴収するのが基本であるべき事例 

本件は安倍首相の腹心の友が理事長である加計学園の問題であるが、同根の

類似事件として安部昭恵首相夫人が名誉校長であった森友学園問題がある。森

友学園問題は国交省大阪航空局所有の国有地を財務省近畿財務局が売却予

定価格９億５６００万円から実際にはなかった３．３メートル以上深部のごみ撤去費

用８億２２００万円を差し引き１億３４００万円で違法に売却、及びその過程記録の

公文書を財務省が改ざん及び破棄を行ったものであり、政府は国会答弁当事者

の佐川宣久理財局長（当時）を咎めるどころか国税庁長官に栄転人事を行うに至

り、福田康夫元首相をして「国家が崩壊する」と言わしめた重大事件である。 

今治市も内閣府からの確認指示メールで国家戦略特区ワーキンググループヒ

アリングに係る「６．８復命書」の偽造公文書作成同行使を行った。これについては

本２０１８年３月９日に当ネットワークが松山地検に告訴している。 

加計・森友両問題はともに学校法人の校舎建設に係る問題であり、首相夫妻に

よる行政手続きが「歪められた」事件である。設置認可前にボーリング調査を行う

などの類似はあれども、土地の使用料については明確な違いを見せた。 

本件、今治市はいこいの丘の土地調査に対する使用料の徴収は上述した通り

行っていないが、森友学園は２０１４年１０月に国交省大阪航空局から校舎建設の

ため、１０日間のボーリング調査の許可を得て国有財産一時貸付契約書を交わし、

土地４２㎡の使用料４４４円（税込）を支払っている。【事実証明書１４】国交省は参

議院での追及を受け【事実証明書１５】金額の訂正【事実証明書１６】を行って２０１

７年３月に４,３５１円の追納通知・同意書を作成している。【事実証明書１７】 

 

３. 財務会計上生じていると推測できる損害額 
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いこいの丘土地調査に関する使用料の算定は「今治市法定外公共用財産管理

条例【事実証明書１８】の別表第 1（第６条関係）によるものと思われる。当該別表に

よれば、「土地水面占用料」、「その他の占用」、「工作物を伴わないもの」、「一時的

なもの」を準用すれば「占用面積 1平方メートルにつき 年額２５円」である。これを

用いて計算すると、土地調査の使用料は約１，７５２，７３０円であり、４月３日入学式

の占用料は１００円であり、使用料等の合計は約１，７５２，８３０円となる。 

 

今治市法定外公共用財産管理条例による計算式 

土地 面積（㎡） 占用料金 使用期間* 
(円) 

面積×占用料金×期間 

いこいの丘  加

計学園土地調査 
168,262.07 25円／年 

５／12か月 

≒0.416年 

168,262.07 ㎡×25 円×

5/12年≒1,752,7３０円 

いこいの丘  市

有地 
不明   100 

*使用期間：ボーリング等＝3か月+試掘調査 2 ｹ月＝計 5 ｹ月とし、12で除して年に換算した。 

 

本来加計学園に対して使用料等の請求及び徴収をすべきことを怠る事実は背任

行為にあたり、今治市の財務会計上の損害を与えた。今治市長等は加計学園に対

し使用料の徴収、もしくは相応の措置をとる義務がある。 

 

第三 求める措置 

監査委員は今治市長等に対し、次の措置を講ずるよう、勧告することを求める。 

いこいの丘の土地使用料等を当該財務会計行為担当者は地方自治法及び例規に

従い、請求人が上述した土地使用料額に囚われることなく、厳密に算出して、徴収す

べきである。あるいは、今治市がこうむった損害を補填するように求める措置を行うよう

求める。 
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第四 請求者 

別紙 ２に記載 

 

地方自治法２４２条１項に基づき、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求する。 

なお、別紙１（監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査の求め）の

理由により、地方自治法第２５２条の４３第１項の規定により、当該請求に係る監査につ

いて、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める。 

 

２０１８年１０月３０日 

 

今治市監査委員 御中 

 


