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安倍首相・加計獣医学部への今治市違法忖度損害賠償事件 

 

訴訟物の価額 金     算定不能 

貼用印紙額 金     １３，０００円 

 
 
 

（請求の趣旨） 

 
 

１、  被告が、下記記載の加計獣医学部入学式当日の市有地占用料の徴収を怠ることが

違法であることを確認する。 

 

２、  被告が、請求の趣旨第４項（1）の請求を怠る事実につき、（ｱ）ないし（ｾ）に対して、請

求の趣旨第４項（1）の請求を怠ることが違法であることを確認する。 

 

３、  被告が、請求の趣旨第１項の市有地占用料の徴収を怠る事実につき、（ｱ）ないし（ｾ）

に対して、請求の趣旨第４項（2）及び（3）の請求を怠ることが違法であることを確認する。 

 

４、  被告は、次の相手方に対して次の各金員を連帯して支払うように請求せよ。 

（１） 相手方（ｱ）、（ｲ）、（ｴ）、（ｾ）に対して、２０１８年４月３日の加計獣医学部入学式

当日の市有地占用料額１００円以上及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払

済みまで。年５分の割合による金員を連帯して支払うよう請求せよ。 

（２） 相手方（ｱ）ないし（ｽ）に対して、２０１６年１０月３１日付いこいの丘土地調査（ボ

ーリング調査・敷地調査・確定測量（以下、ボーリング等という））及び同年１１月２８

日付いこいの丘土地調査（試掘調査）に際しての合計土地貸付料６８３，５６７円の

うち８３，５６７円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年５分の割

合による金員を連帯して支払うよう請求せよ。 

（３） 相手方（ｾ）に対して、２０１６年１０月３１日付いこいの丘土地調査（ボーリング調

査・敷地調査・確定測量（以下、ボーリング等という））及び同年１１月２８日付いこい

の丘土地調査（試掘調査）に際しての合計土地貸付料６８３，５６７円のうち６００，０

００円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年５分の割合による

金員を支払うよう請求せよ。 
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５、  被告は、次の相手方に対して次の各金員を連帯して支払うように賠償命令せよ。 

（1）  相手方（ｱ）ないし（ｽ）に対して、いこいの丘土地調査（ボーリング等及び試掘

調査）に係る土地貸付料８３，５６７円及びこれに対する訴状送達日の翌日から

支払済みまで年５分の割合による金員を連帯して支払うよう賠償命令せよ。 

（2）  相手方（ｾ）に対して、いこいの丘土地調査（ボーリング等及び試掘調査）に係

る土地貸付料６００，０００円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済み

まで年５分の割合による金員を支払うよう賠償命令せよ。 

（3）  相手方（ｳ）、（ｽ）、（ｾ）に対して、入学式当日の市有地占用料１００円及びこれ

に対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を連帯し

て支払うよう賠償命令せよ。 

 

６、 訴訟費用は被告人らの負担とする。 

 

との判決及び仮執行宣言を求める。 

 
 

（請求の原因） 

 
第一 当事者 
 

１、 原告らは、今治市民らである。 

２、 被告は、今治市長である。 

３、 原告らが、請求の趣旨第４項において、金員を連帯して支払うよう請求せよと求める相

手方は、下記の者らである。 

(ｱ) 相手方菅良二は、今治市長である。 

(ｲ) 相手方秋山直人は、今治市企画課長である。 

(ｳ) 相手方曽我部光志は、用地管理課長である。 

(ｴ) 相手方波頭健は、当時の今治市企画課課長補佐兼国家戦略推進室長である。 

(ｵ) 相手方越智耕二郎は、当時の今治市企画課係長である。 

(ｶ) 相手方徳永浩貴は、当時の今治市企画課主査である。 

(ｷ) 相手方住吉淳は、今治市企画課主査である。 

(ｸ) 相手方安井孝は、今治市産業部長である。 

(ｹ) 相手方森聖二は、今治市営業戦略課長である。 

(ｺ) 相手方越智重徳は、当時の今治市営業戦略課長補佐である。 

(ｻ) 相手方渡部道雄は、当時の今治市営業戦略課係長である。 

(ｼ) 相手方今岡利之は、当時の今治市営業戦略課主査である。 

(ｽ) 相手方山本啓司は、当時の今治市総務調整課長である。 

(ｾ) 相手方加計晃太郎は、学校法人加計学園理事長（以下、学園理事長という）である。 
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４、 原告らが、請求の趣旨第５項において、金員を連帯して支払うよう賠償命令をせよと求

める相手方は、下記の者らである。 

（ｱ）相手方菅良二は、今治市長であり、 

（ｳ）相手方曽我部光志は、用地管理課長であり４月３日の学校法人加計学園（以下、

「加計学園）という）獣医学部入学式において、加計学園駐車場下方の市有地を加

計学園に使用させるに際して（ｲ）と謀議の上、事務手続きを行わず占用料徴収を怠

った者である。 

（ｲ）相手方秋山直人は、今治市企画課長であり、 

（ｴ）相手方波頭健は、当時の今治市企画課長補佐兼国家戦略推進室長であり、 

 （ｵ）相手方越智耕二郎は、当時の今治市企画課係長、国家戦略室員であり 

（ｶ）相手方徳永浩貴は、当時の今治市企画課主査、国家戦略室員であり 

（ｷ）相手方住吉淳は、今治市企画課主査、企画課国家戦略室員であって、 

上記相手方（ｱ）（ｴ）（ｵ）（ｶ）（ｷ）は、後述の「加計ありき」に基づき違法な忖度を犯し、

本件土地貸付料を無料とし、今治市の財政上に損害を与えた者らである。 

（ｸ）相手方安井孝は、今治市産業部長であり、 

（ｹ）相手方森聖二は、今治市営業戦略課長であり、 

（ｺ）相手方越智重徳は、当時の今治市営業戦略課長補佐であり、（ｸ）（ｹ）（ｺ）は相手方

（ｻ）の上司であるが相手方（ｻ）起案の稟議書に押印し今治市公有財産事務取扱規則

（以下、「事務取扱規則」という）に則った事務の指導において、後述の「加計あり

き」に基づき違法な忖度を犯し、本件土地貸付料を無料とし、今治市の財政上に損害

を与えた者らである。 

（ｻ）相手方渡部道雄は、当時の今治市営業戦略課係長であり本件土地使用許可手続

き事務を所管する営業戦略課の担当職員であり、事務取扱規則に従った事務手続

きにおいて、後述の「加計ありき」に基づき違法な忖度を犯し、本件土地貸付料を無

料とし、今治市の財政上に損害を与えた者である。 

（ｼ）相手方今岡利之は、当時の今治市営業戦略課主査であり、事務取扱規則に従っ

た事務手続きにおいて、後述の「加計ありき」に基づき違法な忖度を犯し、相手方（ｸ）

起案の稟議書に押印したものである。 

（ｽ）相手方山本啓司は、当時の総務調整課長であり、営業戦略課の加計学園土地調

査及び試掘調査の申出書・承諾書決裁の稟議に際して公印承認者として土地貸付

料の手続において、後述の「加計ありき」に基づき違法な忖度を犯し、今治市の財政

上に損害を与えた者らである。 

 

５、原告らが、請求の趣旨第４項において金員の支払いを求め、請求の趣旨第５項において

賠償命令を求める相手方（ｾ）は学園理事長であり、本来占用料及び土地貸付料を支払

う債務者でありながら、後述の「加計ありき」に基づき違法な忖度をさせ、その支払いを免

れているものである。 
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第二 安倍首相への違法な忖度に基づく獣医学部加計学園決定 
 
被告今治市は加計学園とペアを組み愛媛県と共同で、小泉政権で始まった構造改革特

区での獣医学部新設を計１５回提案してきた（２００７年１１月～２０１４年１１月）が、その提案

は拒み続けられた。ところが、安倍政権下の国家戦略特区諮問会議（安倍晋三首相が議長

であり最終決裁権者）で約５０年も認められてこなかった獣医学部新設を地域限定の規制を

緩和し、１校認めるとの特例措置を決定（告示）し、新設地が今治市に絞り込まれ（２０１７年１

月４日）、加計学園が事業者に決定された（１月１２日。以下、この一連の決定を「加計学園

事業者決定」という。）。 

この加計学園事業者決定の背後には、安倍首相と学園理事長との「特別な関係」（腹心

の友・家族ぐるみの付き合い）があるとの疑惑が起こり、国会審議などでそのことが追及され

た。 

前川喜平元文部科学事務次官は、次官退任後、「総理のご意向」「官邸の最高レベルが

言っている」などと記した文科省の内部文書が、確かに省内で作成されたものであると証言

（証拠甲１号証 『前川喜平氏講演録 加計学園獣医学部問題を語る』）。医師や獣医師を

養成する学部の設置申請を、原則として認めない文部科学省の規制に穴を開けた決定の

手続の背後に、安倍首相と学園理事長の私的な関係への「忖度（そんたく）」があり、それに

よって「行政が歪められた」と述べている。つまり、獣医学部新設認可と加計学園事業者決

定は、柳瀬唯夫内閣総理大臣秘書官（当時）らの安倍首相への違法な忖度がある（以下こ

れを「違法忖度加計学園事業者決定」という。詳細は、（証拠甲２号証『「加計ありき」（獣医

学部新設）疑惑の資料集』）。このように、安倍首相と学園理事長との「特別な関係」に対す

る忖度に基づき、一連の手続が進み、違法忖度加計学園事業者決定となった。このような

状況を以下「加計ありき」という。 

「加計ありき」の中で、２０１６年１０月２５日に今治市市議会国家戦略特区特別委員会協議

会において、「ボーリング調査等の事前着手について」を企画課が説明し、了承を得、後述

のように土地調査（ボーリング等）などのために土地の使用申請を即決し、貸付料などを無

料とし、今治市に損害を与えた。 

大学誘致は、長年の今治市の念願であった。しかしながら、違法な誘致や違法な忖度に

基づく大学誘致は、許されるはずもない。また、当初の大学誘致を目指した社会状況と現在

では大きく社会状況が変化している。さらには、今治市の財政状況を勘案すれば、大学へ

の補助金支出よりも優先し、支出すべき予算措置などがあることは明確である。 

これら違法な忖度は日本国憲法第１４条の法の下の平等原則に反し、私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律に反して違憲・違法である。 

 
 
第三 本件土地占用料並びに貸付料の無料化による損害と損失補填措置の怠り 
 
１ 入学式当日の土地占用料及び土地貸付料の無料による損害 
当該土地の面積は不明であることから今治市道路占用料徴収条例が定める最低額
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１００円を徴収する必要がある。 
被告今治市は、前述の「加計ありき」に基づき、次のような違法な措置を行い、今

治市に損害を与えた。したがって、請求の趣旨４及び５に基づき、各相手方に対して、

その損害の金員を連帯して支払うよう請求し、合わせてその各相手方に対してその金員の

賠償命令を行う必要があるが、これを怠っている。 
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、「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」を負うのであるが、２０１８年４

月３日の加計学園入学式当日の朝の加計学園からの申出に対して、後述のように、今

治市長を責任者とする両課長はいずれも今治市が定める関連規則、条例（以後、条例

及び規則を「例規）という）が求める公正・公平かつ適正な手続きに反し忖度し、例

規に則った手続きを経ずに違法な即決承諾を行った。さらには、憲法１４条（法の下

の平等）及び同３１条（適正手続）並びに行政手続法と今治市道路占用規則及び今治

市道路占用料徴収条例が求める公正・公平かつ適正な手続に反し、占用料を無料とし

今治市の財産に損害を与えた。 
 

２ 市有地の占用料の徴収を怠る違法 
今治市の占用許可についての例規は次の今治市道路占用規則（証拠甲３号証『今治市

道路占用規則』）並びに今治市道路占用料徴収条例（証拠甲４号証『今治市道路占用料徴

収条例』）である。 

 

今治市道路占用規則 

(目的) 

第 1 条 この規則は、道路法(昭和 27 年法律第 180 号。以下「法」という。)及び道路

法施行令(昭和２７年政令第４７９号)その他別に定めるもののほか、市道の占用に

関し必要な事項を定めることを目的とする。 

(占用の手続)  

第 2 条 道路の掘削又は占用の許可を受けようとする者及び協議をし、同意を得よう

とする者は、道路占用許可申請・協議書(別記様式第 1 号)を市長に提出しなけれ

ばならない。 

 

今治市道路占用料徴収条例 

 (目的) 

第１条 この条例は、道路法(昭和２７年法律第１８０号。以下「法」という。)第３９条第２

項の規定に基づき、今治市が管理する道路の占用料の額及び徴収方法等に関し

必要な事項を定めることを目的とする。 

(占用料) 

第２条 市長は、占用を許可したときは、別表に定める占用料を徴収する。 

(占用料の減免) 
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第３条 市長は、次の各号のいずれかに該当する物件に係る占用料を減額し、又は

免除することができる。 

別表(第２条関係)備考１０ １件の占

用許可に係る各年度ごとの占用料の額

が１００円に満たない場合は、１００円と

する。 

 

相手方（ｳ）は２０１８年４月３日の加計

学園獣医学部「入学式」当日朝に加計

学園から市道・高地延喜線と加計学園

駐車場下の市道との間の道路敷地の

使用申出を受け、午前９時頃に当該土

地の管理責任者である相手方（ｲ）と協議共謀して許可を与え、同学園は当該土地の円弧

上の道沿いにカラーコーン５０数個を並べ、ガードマンを配して市民を排除し占用させた（図

１の白線内）。  

相手方（ｳ）は今治市道路占用規則に基づく手続きを踏み占用料を徴収しなければならな

いのであるが、相手方（ｲ）と共謀の上で占用料の徴収を怠る謀議により関連する文書は一

切なく（証拠甲５号証『市有地占用に対する公文書請求及び非開示決定書』）占用料の徴

収を怠る違法責任がある。これも前述の理由から言語道断であり、違憲・違法である。 

 
３ 土地調査（ボーリング等）の土地貸付料の無料による損害 

前項１で述べた、憲法１４条（法の下の平等）及び同３１条（適正手続）並びに事務取扱規

則が求める公正・公平かつ適正な手続に反し、並びに行政手続法と事務取扱規則４０条か

ら第５１条の２条が求める公正・公平かつ適正な手続（以下これらをまとめて「事務取扱規則

等」という。）に反し、貸付料を無料とし今治市の財産に損害を与えた。 

本事件と類似する森友学園は国有地のボーリング調査（証拠甲６号証『日刊ゲンダイ

DIGITAL 記事 ２０１７年３月２４日』）、（証拠甲７号証『国有財産一時貸付契約書他（森友

ボーリング調査）』）について又、今治市においても土地貸付料徴収事案（証拠甲８号証『開

示文書・行政財産目的外使用許可書』）、（証拠甲９号証『開示文書・普通財産の賃貸借契

約（加計学園入学式）』）が存在するが、次のように今治市は土地調査案件については安倍

首相への違法な忖度に基づき、本来ならば土地賃貸借契約を締結して貸付料を徴収すべ

きところを、これを行わず（証拠甲１０号証『開示文書・土地調査（ボーリング・敷地調査・確定

測量)』）無料とし、今治市に損害を与えている。 

 
相手方（ｱ）（ｲ）（ｳ）（ｴ）（ｵ）（ｶ）（ｷ）（ｸ）（ｹ）（ｺ）（ｻ）（ｼ）は、国家戦略特別区域法の事業

主体募集前にもかかわらず獣医学部施設建設を行うための今治市いこいの丘１番３、４番１、

４番３の市有地６５，６２２．３８㎡を２０１６年１０月３１日から２０１７年 1 月３１日まで学園理事長

に対していこいの丘に獣医学部施設建設を行うための土地調査（ボーリング等）を行うため、

学園理事長から２０１６年１０月３１日付けで今治市長に対する申出書を受け、同日付で承諾

図１ 占用させていた市有地 
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を決裁した申出書を交付した。３か月間、土地を使用させたが、土地賃貸借契約を締結せ

ず（証拠甲１１号証『開示文書・土地調査（試掘調査）』）無料とした。 

当該土地は普通財産であり、事務取扱規則の第３節（証拠甲１２号証『今治市公有財産

事務取扱規則〈抜粋〉』）の普通財産の貸付け等が適用される。事務取扱規則は、次のとお

りであり、これに基づき、申請に対する措置として貸付の審査及び貸付料を徴収する必要が

ある。 

 

今治市公有財産事務取扱規則 

(貸付料) 

第 41 条 普通財産の貸付料は、行政財産の目的外使用許可における使用料に準

ずるものとする。ただし、その価格が収益性、近隣地域における賃料の水準その

他の事情を考慮した価格と比べ著しく相違すると市長が認めるときは、その価格

とすることができる。 

(貸付手続) 

第 42 条 課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を具し、決

裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は貸付けの方法により、その

一部を省略することができる。 

(1) 貸し付けようとする理由 

(2) 貸し付けようとする財産の公有財産の台帳の記載事項 

(3) 貸付期間及び用途指定の期日又は期間 

(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定価格及

びその評定の基礎を明らかにした調書並びにその理由及び適用法令の条項 

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名、貸付料の額及びその

評定の基礎を明らかにした調書並びにその理由及び適用法令の条項 

(6) 無償貸付けをし、又は減額貸付けをしようとするときは、相手方の住所及び氏

名、利用計画又は事業計画並びにその理由及び今治市財産の交換、譲与、無

償貸付等に関する条例(平成 17 年今治市条例第 57 号)第 4 条該当の有無又は

法第 237 条第 2 項の規定による議会の議決の要否 

(7) 契約保証金及び保証人に関する事項 

(8) 関係図面 

(9) 借受の申請書 

(10) 契約書案 

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

(契約保証金等) 

第 43 条 普通財産を貸し付ける場合は、借受人をして契約保証金を納付させるも

のとする。ただし、国、公共団体その他公共的団体に貸し付ける場合又は市長

が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。 

＜途中は省略＞ 

(貸付契約に必要な事項) 
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第 51 条 この節に定めるもののほか、普通財産の貸付契約に関して必要な事項は、

今治市契約規則(平成１７年今治市規則第６３号)に定めるところによる。 

第４節 行政財産の貸付け等 

(準用) 

第 51 条の２ 第４０条から第５１条までの規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに

私権を設定する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「普

通財産」とあるのは「行政財産」と読み替える。 

 

土地の貸付料の算出に用いる固定資産評価額は原告らには不明であることから、確定的

金額は今治市の計算に委ねることになるが原告らは今治市法定外公共用財産管理条例を

準用して下記「表１ 加計学園理事長提出の、いこいの丘土地調査等の申出書データ」で

示す４１０，１４０円の土地使用料を算出した。今治市は厳正な計算に基づく土地貸付料を

徴収する必要がある。 

本件、いこいの丘土地調査は徴収を怠った結果として現況は普通財産の無償貸付け状

態にある。無償貸付けについては事務取扱規則第４２条第６号で規定していて、同号は、今

治市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例（以下、「無償貸付等に関する条例」）と

いう第４条該当の有無又は法第２３７条第２項の規定による議会の議決の要否を定めている。 

本件は、同規則第４２条第６号の無償貸付け規定が定める「無償貸付等に関する条例」に

は該当せず、地方自治法第２３７条第２項が定める「議会の議決による場合でなければ」「又

は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない」のであるが議会の議決

はなく同日付での承諾決裁という違法な措置が行われている。 

 
４ 土地調査（試掘調査）の土地貸付料の無料による損害 

相手方（ｲ）（ｴ）（ｷ）（ｸ）（ｹ）は、国家戦略特別区域法の事業主体募集前にもかかわらず

獣医学部施設建設を行うための今治市いこいの丘１番３、４番１、４番３の市有地６５，６２２．

３８㎡を２０１６年１１月２８日から２０１７年 1 月３１日まで学園理事長に対していこいの丘に獣

医学部施設建設を行うための土地調査（試掘調査）を行うため、学園理事長から２０１６年１１

月２８日付けで今治市長に対する申出書を受け、同日付で決裁し、承諾書を交付した。２か

月余、土地を使用させたが、無料である。 

これも「表１ 加計学園理事長提出の いこいの丘土地調査等の申出書データ」のように、

２７３，４２７円の土地貸付料を徴収する必要があったが、無料とし、今治市に損害を与えて

いる。 

 
５ 土地貸付料の徴収を怠った損害額 

上記の当該３件の土地貸付料の無料により被った市財政への想定される損害額は６８３，

６６７円である（表１）。 

 

表１ 加計学園理事長提出の、いこいの丘土地調査等の申出書データ 

今治市法定外公共用財産管理条例準用による計算式 
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承諾者 目的／加計の公印の形 期間 
申 出 即 日

承諾 
地番 

面積計（㎡） 

65,622.38 ㎡ 

菅
良
二
今
治
市
長 

今
治
市
用
地
取
得
特
別
会
計 

 

土地調査（ボーリング調

査・敷地調査・確定測

量） 

＜丸形公印＞ 

2016.10.31 から 

2017.01.31 
2016.10.31 

1-3 32,955.01 ㎡ 

4-1  483.92 ㎡ 

4-3 32,183.45 ㎡ 

土地使用料 65,622.38 ㎡×25 円×3/12 年≒４１０，１４０円 

試掘調査 

＜角形公印＞ 

2016.11.28 から 

2017.01.31 
2016.11.28 同上 同上 

土地使用料 6,622.38 ㎡×25 円×2/12 年≒２７３，４２７円 

土地貸付料合計 ６８３，５６７円 

 
６ いこいの丘の土地調査（ボーリング等及び試掘調査）についての責任 
（１）加計学園との今治市の窓口部署である企画課の責任 
ア 相手方（ｳ）（ｶ）（ｺ）（ｻ）（ｼ）らは相手方（ｾ）といこいの丘に獣医学部施設建

設を行うため２０１６年１０月３１日に土地調査（ボーリング等）を行う目的の

協議を行い、事務取扱規則第４２条貸付手続の必要事項には存在しない１枚綴り

仕様の「申出書・承諾書」を加計学園に違法な作成をさせた。事務取扱規則等の

趣旨を勘案すると、①申請者（本件では加計学園理事長）から「借受の申請書」

が提出されると、②今治市は事務取扱規則の第３章第３節の普通財産の貸付等

（第４０条－第５１条の２）の規則に則して第４２条規定の「（１）貸し付けよう

とする理由、（２）貸し付けようとする財産の公有財産の台帳の記載事項、（３）

貸付期間及び用途指定の期日又は期間、（５）随意契約によろうとするときは、相

手方の住所及び氏名、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書並びに

その理由及び適用法令の条項、（６）無償貸付けをし、又は減額貸付けをしようと

するときは、相手方の住所及び氏名、利用計画又は事業計画並びにその理由及び

今治市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成１７年今治市条例第５７
号)第４条該当の有無又は法第２３７条第２項の規定による議会の議決の要否、
（７）契約保証金及び保証人に関する事項」などの決裁を受け、第４３条の契約

保証金納入の手続きを行うことが必要である。したがって、当然ながら「申請書・

承諾書」は事務取扱規則第４２条の貸付手続きを全く満たさない書面である。し

かるに加計学園から同文書による申請を受けて相手方（ｸ）を窓口とする営業戦略

課に手渡し、決裁承認を得させ事務取扱規則第４２条の手続きを行っていない１

枚綴りの「申出書・承諾書」を相手方（ｾ）に交付した行為は、言語道断であり、

違憲・違法である。 
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図２ ２０１６年１０月３１日付け申出書・承諾書 証拠甲２号証 

 
 
イ 相手方（ｳ）（ｶ）（ｺ）（ｻ）（ｼ）らは相手方（ｾ）といこいの丘に獣医学部施設建

設を行うため２０１６年１１月２８日に土地調査（試掘調査）を行う目的の協議
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を行い、前述のように違法に１枚綴り仕様の「申出書・承諾書」を加計学園に作

成させた。加計学園から同文書による申請を受けて相手方（ｸ）を窓口とする営業

戦略課に手渡し、営業戦略課らに決裁承認を得させ事務取扱規則手続きを行って

いない「申出書・承諾書」を相手方（ｾ）に交付したが、これも前述の理由から言

語道断であり、違憲・違法である。   
 
（２）申出申請を即日認可した部署である営業戦略課らの責任 
相手方（ｲ）（ｴ）（ｷ）（ｸ）（ｹ）は「申出書・承諾書」を企画課から受け取り相手方

（ｸ）を担当者にして、即日承認決済を行い、「承諾書」部分に赤ボールペンで日付

を記入し承認をして企画課に交付した（図２）。 
相手方（ｸ）は、今治市の普通財産であるいこいの丘の土地使用許可は事務取扱規

則を適用する立場にありながら、「申出書・承諾書」は明確に事務取扱規則第４２条

に基づく「借受申請書」ではないと認識する係長職でありながら、「借受申請書」を

提出させず、その後の一連の手続き処理を行わず、貸付手続文書を一切作成せず、

土地貸付料徴収を怠った行為は、これも前述の理由から言語道断であり、違憲・違

法である。  
同規則同条の主語は課長であると明記されていることから相手方（ｴ）の指示によ

り、相手方（ｸ）は加計学園が作成し学園理事長の朱色公印がある紙の土地調査申出

書（２０１６年１０月３１日及び同年１１月２８日）を企画課から受け取り、稟議

書を起案し相手方（ｲ）（ｴ）（ｷ）（ｹ）の押印を得、決裁を受けて企画課に交付したも

のである。 
相手方（ｲ）（ｴ）（ｷ）は相手方（ｸ）の上司でありながら相手方（ｸ）の起案書に従

って稟議書に押印していることは相手方（ｲ）（ｴ）（ｷ）らの指示のもとに相手方（ｸ）

が起案を行ったと推認できることから相手方（ｲ）（ｴ）（ｷ）の責任は重い。これも前

述の理由から言語道断であり、違憲・違法である。   
 
（３）市長及びその余の者らの責任 
相手方（ｵ）は市長印の保管者であり当該稟議書の「公印承認」者であって加計学

園への「申出書・承諾書」交付に際して「決裁文書等の提示を受け、審査及び確認

後使用させる（今治市公印規則第９条）」最後のチェッカーの要職である。営業戦略

課の事務取扱規則手続きの不備及び、市財政に対して貸付料徴収を怠る害を与える

ことを知る立場にあり、公印承認をした責任はより一層重大である。これも前述の

理由から言語道断であり、違憲・違法である。   
相手方（ｱ）は加計学園獣医学部誘致（第二 安倍首相への違法な忖度に基づく獣

医学部加計学園決定）における今治市の最高責任者である。この加計ありき政策で

「前進あるのみ」の掛け声を発しながら市役所通路を歩く様は、今治市の存立目的

を定めた「住民の福祉の増進を図る」地方自治法第１条の２を毀損し、今治市が定

める事務取扱規則執行を無視させる今治市行政の私物化を行い、「住民の福祉の増

進」よりも加計一辺倒の市政を推進する象徴的姿であり、責任は極めて重大である。 
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なお、企画課をはじめとする上述の当該職員らは申出書の学園理事長公印の丸形、

角形の確認を怠り無頓着に受理した責任がある。また営業戦略課の日付が赤ボール

ペンの手書き文字である承諾書原本が企画課に手渡されたのであるが企画課の供

覧文書日付はゴム印であり赤ボールペンの文字はなく公文書の書き換え疑いもあ

る。これも前述の理由から言語道断であり、違憲・違法である。 
 
 
第四 監査請求 
 

原告らは、２０１８年１０月３０日に、上記の違法な公金支出等につき、今治市監査委員に

対し、地方自治法第２４２条第１項の規定により、今治市職員措置請求を行ったところ、同年

１２月２８日付で、今治市監査委員渡辺英徳及び同野間有造は、原告らに対し、上記監査

請求を却下及び棄却する旨の決定を行った。 

なお、上記監査請求に対する今治市監査委員渡辺英徳及び同野間有造の監査手続き

は、監査の適正な手続きに反し、また、監査の却下理由も安倍首相及び今治市長に忖度し、

「住民監査請求の制度は、普通地方公共団体の財政の腐敗防止を図り、住民全体の利益

を確保する見地から、当該普通地方公共団体の長その他の財務会計職員の違法若しくは

不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、その監査と予防、是正等の措置とを監

査委員に請求する権能を住民に与えたもの・・」（最高裁判決小法廷１９８７年２月２０日）との

最高裁判決の趣旨に著しく反する違法であることを付け加えておく。 

 
 
第五 結論 
 
 よって、原告らは地方自治法第２４２条の２第１項３号に基づき怠る違法の確認を求め、地

方自治法第２４２条の２第１項４号に基づき被告に対して、本件相手方に本件占用料、土地

貸付料に相当する金額の支払いの請求及び賠償命令を求めるものである。 

 
 
第六 証拠 
 

１ 証拠甲 １号証 前川喜平氏講演録 加計学園獣医学部問題を語る 各１通 

２ 証拠甲 ２号証 「加計ありき」（獣医学部新設）疑惑の資料集 各１通 

３ 証拠甲 ３号証 今治市道路占用規則 各１通 

４ 証拠甲 ４号証 今治市道路占用料徴収条例 各１通 

５ 証拠甲 ５号証 市有地占用に対する公文書請求及び非開示決定書 各１通 

６ 証拠甲 ６号証 日刊ゲンダイ DIGITAL 記事 ２０１７年３月２４日 各１通 

７ 証拠甲 ７号証 国有財産一時貸付契約書他（森友ボーリング調査） 各１通 

８ 証拠甲 ８号証 開示文書・行政財産目的外使用許可書 各１通 
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９ 証拠甲 ９号証 開示文書・普通財産の賃貸借契約（加計学園入学式） 各１通 

10 証拠甲 10 号証 加計学園市民講座駐車場土地使用許可書（公社分） 各１通 

11 証拠甲 11 号証 開示文書・土地調査（ボーリング・敷地調査・確定測量) 各１通 

12 証拠甲 12 号証 開示文書・土地調査（試掘調査） 各１通 

13 証拠甲 13 号証 今治市公有財産事務取扱規則〈抜粋〉 各１通 

 
 
 
第七 添付書類 
 
１、選定書          各１通 
２、証拠説明書（１）         各１通 
３、別紙（一）         各１通 
 


