
 1 

 

平成３１年 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 

原 告   村上治 ほか１６名 

被 告    今治市長 

 

証 拠 説 明 書 （１） 
 

２０１９年１月２４日 

 

 

松山地方裁判所 御中  

 

 

原告兼選定当事者 村上治 ㊞ 

 

頭書事件の原告らの主張に関する立証の証拠として、証拠申出書に関し下記のと

おり証拠の説明を行う。 

 

号 

証 

標  目 

(原本・写しの別) 

作成 

年月日 
作成者 立 証 趣 旨 

備

考 

甲１ 前川喜平氏

講演録「加計

学園獣医学

部問題を語

る」 

原告

ら作

成物 

2018年 

8月1日 

前川喜

平氏講

演会実

行委員

会 

前川喜平氏が文部科学事務次官退任

後、２０１８年２月３日に初めて加計学園に

特化した講演記録である。 

「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

書は省内で作成されたものであると、「加計

ありき」が政府内で進行している現場に身

を置いていた当時の事務次官の発言であ

る。医師や獣医師を養成する学部設置を

原則認めない文部科学省規制を安倍首相

と加計晃太郎加計学園理事長の私的関係

への「忖度」によって「行政が歪められた」と

の証言録である。 

 

甲２ 「『加計あり

き』（獣医学

部新設）疑惑

の資料集」 

原告

ら作

成物 

２０１８年 

8月1日 

前川喜

平氏講

演会実

行委員

会 

今治市民による3部構成の資料である。

（１）「加計ありき」疑惑の時系列表。 

（2）２０１５年２月１２日の加計学園は「下村

文部科学大臣が一歩引いたスタンス」との

危機感、2015年2月25日の「理事長と安倍

総理が面談」、3月15日に市役所で加計学

園と今治市の土地と「50億円の支援と用地

の無償提供」話、4月2日の内閣府藤原次

長の「県・市・学園と国が」進める具体的指

示、首相官邸で柳瀬首相秘書官の「本件

は、首相案件」「公式ヒアリング」で「進め」る
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手順、「下村文科大臣が加計学園は課題

への回答もなくけしからん」への対応指示

などが記録された愛媛県文書である。 

（3）安倍晋三首相と「腹心の友」である加計

学園理事長の加計獣医学部誘致に「官邸

を後ろ盾に権勢」「学園の痕跡 議事録か

ら消す」「迫る期限…首相側近 文科省に

圧力」など「権力の内幕」の実像を克明に

記した東京新聞検証記事である。 

甲３ 今治市道路

占用規則 
市HP

を転

写 

２００５年 

１月1６日 

今治市 ２０１８年４月３日、今治市は加計学園入

学式当日朝に同学園から駐車場傍の市有

地使用要請を受け占用を許可したが、手

続き文書は存在しない。 

当該土地は市道路に付属する土地であ

り「道路占用許可申請・協議書を提出しな

ければならない（第2条）」とする根拠規則

である。 

 

甲４ 今治市道路

占用料徴収

条例 

市HP

を転

写 

２００５年 

１月1６日 

今治市 「占用料を徴収する（第2条）」ことを定め

た条例である。 

証拠甲3号証の土地は今治市道路占用

料徴収条例適用地であり徴収対象である

が、その面積は不詳であることから原告ら

は占用料を最低額の１００円としたが正確

な徴収額は市によって算出されるべきであ

る。 

 

甲５ 市有地占用

に対する公

文書請求及

び非開示決

定書 

写し ２０１８年 

４月1３日 

今治市 証拠甲3号証で示した土地占用許可に

関する今治市への情報開示請求書とその

決定通知書である。 

当該土地の占用等に「関連する文書一

切」との情報開示請求に対する決定は「該

当する文書なし」であり、存在していない。 

証拠甲３号証の占用手続き及び証拠甲

４号証の占用料の徴収を怠る事実を示して

いる。 

 

甲６ 日刊ゲンダイ

DIGITAL記

事２０１７年 

３月２４日 

写し ２０１７年 

３月２４日 

株式会

社 日刊

現代 

政府は土地の貸付料についてどのよう

な手続きを行っているのかを示す記事であ

る。加計学園と途中まで似通った経緯を辿

った森友学園の事例であり、「土地の売買

契約を結んでもいない法人が、国有地を掘

ってもいいのか」との私学審議会決定前に

ボ-リングを行っていた異常な森友ありき

や、「土地代を８億円以上”ディスカウント”」

などの記事がある。 

しかし、ここでは記事の本筋に触れるの

ではなく森友学園の「ボーリング調査」に際

して「国交省航空局が有料で貸し付けた」
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との事実である。 

自己所有でない公的な土地調査には対

価を支払うことを政府機関が示している森

友学園に着目し加計学園を対比すると、土

地調査の土地貸付料の徴収を怠る今治市

とその債務を免れようとする加計学園の異

常さが浮き上がる。 

甲７ 国交省・国有

財産一時貸

付契約書他 

（森友ボーリ

ング調査） 

写し 2014年 

10月16日 

国・大阪

航空局

及び 

学校法

人森友

学園 

証拠甲６号証の記事を裏付ける大阪航

空局らの資料である。２０１４年１０月１６日

に貸付期間は１１日間、貸付料は４４４円の

条件で交わした国・大阪航空局長と森友学

園との契約書があり、２０１７年３月６日に、

この４４４円は誤りで４，７９５円に修正して

４，３５１円の差額追納を促し、森友学園が

翌７日に同意した一連の文書である。 

森友学園と国交省が本契約に至る背景

や内容を含めて批判すべき点はあるが、行

政の本来踏むべき手続きを示している。 

 

甲８ 開示文書・ 

行政財産目

的外使用許

可書 

写し ２０１７年 

４月４日 

今治市 ２０１７年４月１日に「株式会社今治.夢ス

ポーツ」から行政財産目的外使用の許可

申請が出され、稟議に供する伺い書には、

１ 所在地、２ 申請者、３ 許可面積、４ 貸

付期間、５ 使用目的、６ 許可理由、７使

用料２２，８００円、８ 許可書及び許可条

件、９ 遵守事項、１０ 収入科目、が記載さ

れ、貸付料算出根拠文書、「行政財産目

的外使用許可書」及び申請書関連などの

文書が揃っていて、正当な対価を求めた

「行政財産目的外使用」許可である。 

 

甲９ 開示文書・ 

普通財産土

地の賃付契

約（加計学園

入学式） 

写し ２０１８年 

３月２７日 

今治市 証拠甲３号証とは別の土地を加計学園

が入学式に駐車場として２０１８年３月２７日

起案の「賃貸借契約」締結文書である。加

計学園が市からの借受地に関して正当な

対価を支払った唯一の事例である。当該

契約書には貸付期間、貸付料、借受人等

の記載があり、図面、契約書等がある。但

し申請書が存在しない疑義がある。 

 

甲１０ 加計学園市

民講座駐車

場土地使用

許可書（公社

分） 

写し ２０１８年 

５月１０日 

今治市 証拠甲９号証の１か月半後の５月１０日

に加計学園は「特段のご配慮を賜りますよ

う」との今治市長の副申書を添付して土地

開発公社宛てに土地使用申請をした。 

これ以降の加計学園の土地使用料は市

有地分、公社分とも、「免除」となり、１２月１

７日までに計９回の支払いを免れる今治市

との特別な関係を示している。 
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甲１１ 開示文書・ 

土地調査（ボ

ーリング・敷

地調査・確定

測量) 

写し ２０１６年 

１０月３１

日 

今治市 「２０１６年暮れのいこいの丘土地調査の

申出書・承諾書の決裁過程及び決裁を示

す文書一切」を請求内容にした公文書開

示請求を行ったが、証拠甲９号証で示した

ような契約等の今治市公有財産事務取扱

規則（以後、「事務取扱規則」という）が規

定する文書は存在しない。 

開示された文書は２０１５年１０月３１日付

け土地調査（ボーリング調査・敷地調査・確

定測量）である。当該文書は申出書の下段

に「承諾いたします」の文字がある１枚綴り

の極めて簡易なものである。 

当該土地調査対象地は普通財産であ

り、貸付契約の締結がなされておらず、正

当な契約に基づかぬ違法を示している。 

なお、申請者加計学園理事長公印の形

は丸形である。 

 

甲１２ 開示文書・ 

土地調査（試

掘調査） 

写し ２０１６年 

１１月２８

日 

今治市 上記の証拠甲１１号証とほぼ同様のもの

である。申請目的が土地調査（試掘調査）

であることと申出日付が同年１１月２８日及

び期間が２か月の違いがある以外は証拠

甲１１号証と同内容であり、貸付契約の締

結がなされておらず、正当な契約に基づか

ぬ違法を示している。ちなみに証拠甲１１

号証では丸型であった加計学園理事長公

印の形が角形であるにも関わらず受理事

務手続きの杜撰を示している。 

 

甲１３ 今治市公有

財産事務取

扱 規 則 〈 抜

粋〉 

市HP

から

転写

後抜

粋編

集 

２００５年 

１月1６日 

今治市 証拠甲１１号証及び証拠甲１２号証の市

に対する加計学園のいこいの丘土地調査

申請に対して適用されるべき貸付料徴収

の根拠規則である。 

「事務取扱規則」第１条は「本市の公有

財産の取得、管理及び処分に関する事務

の取扱いに関し必要な事項を定める」と趣

旨を述べ、第３節（第４０条-第５１条の２）で

普通財産の貸付等を定めている。第４１条

で普通財産の貸付料を規定し、第４２条で

１１の貸付手続を規定している。 

とりわけ、無償貸し付け規定の同条第

６号は「無償貸付けをし、又は減額貸付

けをしようとするときは」「今治市財産

の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

(略)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」と記述している。 

今治市財産の交換、譲与、無償貸付等
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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」とは、「 (1) 国

等又は公共的団体において、公用若しく

は公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付けを受けた者が地

震、火災、水害等の災害により当該財産を

使用の目的に供し難いと認めるとき。」に無

償又は時価よりも低い価額で貸し付けるこ

とができるのであり、いこいの丘はこれに該

当しない。 

地方自治法第２３７条第２項は、「普通地

方公共団体の財産は、議会の議決による

場合でなければ」「適正な対価なくして」

「貸し付けてはならない」との規定であるが

今治市議会の当該議決はない。 

普通財産であるいこいの丘の土地無

償貸し付けは、「無償貸付等に関する条

例第４条該当の有無」については該当せ

ず、又地方自治法第２３７条第2項の規定に

よる議会の議決もなく違法である。 

 

 

以上 


