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横監第92号  

平成31年（2019年）３月25日  

 

 

（省略）    様  

            

            

 

 

                            横須賀市監査委員    小  野  義  博  

 

 

                            同                   丸  山  邦  彦  

 

 

                            同                   杉  田    惺  

 

 

                            同                   土  田  弘之宣 

 

 

横須賀市職員措置請求に係る監査結果について（通知） 

 

地方自治法第 242条第１項の規定に基づき平成 31年１月 28日付けで提出され

た横須賀市職員措置請求について、同条第４項の規定に基づき監査を行ったの

でその結果を次のとおり通知する。 

 

第１ 措置請求 

１ 請求人 

   （省略） 
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２ 措置請求の内容（原文のまま） 

 

横須賀市職員措置請求書 

 

第１ 請求の趣旨 

１、財務会計上の行為 

(1) 土地売買契約 

  横須賀市は、西武鉄道株式会社との間で、甲１の土地売買契約書によって、

甲３の議案第109号にあるとおり、 

西武鉄道株式会社所有の別紙土地調書１記載の横須賀市長坂５丁目3656

番 15ほか63筆の土地（合計 54944・ 42㎡  甲４の議案第109号市議会説

明資料別図の緑色部分）を、金19293万円にて購入する売買契約（以下「本件

売買契約」という。）を平成30年８月15日に締結し、同年９月20日の市

議会の議決を経て、同年９月21日に、所有権移転登記をした。（甲５） 

同年10月 11日に、代金19293万円を、西武鉄道株式会社に支払った。 

(2) 土地交換契約 

  横須賀市は、西武鉄道株式会社との間で、甲２の土地交換契約書によって、

甲４の議案第109号市議会説明資料にあるとおり、 

西武鉄道株式会社所有の横須賀市長坂５丁目3346番１、同3355番３の２筆の土

地（合計21841・52㎡甲４の議案第109号市議会説明資料別図の黄色部分）を 

  横須賀市所有の別紙土地調書２記載の横須賀市長坂５丁目3341番２ほ

か９筆の土地（合計21675・ 45㎡甲４の議案第109号市議会説明資料別図

の黄土色部分）と、交換する交換契約（以下「本件交換契約」という。）

を平成30年９月20日に締結し、同年９月21日に、それぞれ所有権移転登

記をした。（甲６・７） 

 

２、本件売買契約及び本件交換契約が違法ないし不当である理由 

(1) 横須賀市と西武鉄道との密約 

  監査請求人らは、前吉田市長時代の横須賀市の西武鉄道からの長坂５

丁目の新ごみ処理工場建設用地等の土地購入等によって横須賀市の被っ

た損害につき、前吉田市長に賠償を求める住民訴訟を平成27年に起こし

たが、その訴訟の控訴審において東京高裁は横須賀市に対し、西武鉄道

との交渉記録について文書の全面黒塗りを一部解除した文書の提出を求
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め、その結果横須賀市から平成29年６月に提出された、 

 甲８の平成26年２月20日付吉田市長の「西武鉄道㈱訪問要旨」には、 

 「吉田市長 Ａゾーンは８億円で購入したい。 

   Ｂゾーンは、事情があり、Ａゾーンと切り離して調整して頂きたい。  

Ｂゾーンの購入は後年度となる。 

ＡゾーンとＢゾーン合わせて約10億円で購入したい。 

若林社長 了解した。Ｂゾーンで横須賀市が購入する土地以外は貰っ

て頂きたい。 

吉田市長 了解した。Ｂゾーンの測量は横須賀市で行う。メガソーラ

ーにも協力する」 

と書かれていた。 

即ちその趣旨は現在建設中の横須賀市新ごみ処理工場用地の買取価格

の横須賀市の提示価格８億円と西武鉄道との提示価格９億円の差が１億

円あったものを平成26年２月の市長西武会談により、新ごみ処理工場用

地（Ａゾーン）を８億円で売却する代わりに 

①新ごみ処理工場用地の南に広がる不必要な、西武鉄道にとってマイナ

スの不良資産である、殆ど無価値の土地（Ｂゾーン）の一部を２億円

で買取り、残りを寄付し、 

②さらに西武鉄道の企画している、福島原発事故以来電力固定買取制度

によって大きな利益を生み出すことが確実となっていたメガソーラー

事業につき、隣接する広大な平坦市有地を交換して用地提供し、さら

に規制されている行政手続にも便宜を図って協力するという、監査請

求人らの予想をはるかに超える、著しく不相当な契約外の合意がなさ

れたことが、明らかになった。 

 

(2) 本件売買契約の違法、不当性 

 ①  この２億円での土地購入について監査請求人らは、初めに上記密約

の履行ありきの市民の税金を無駄使いする、不必要な土地の購入であ

ることを、平成27年監査請求と、上記住民訴訟とその後の市議会にお

ける各議員の質問等によって追及してきた。 

（なお、上記東京高裁の平成29年 11月 15日付判決は、 

１、当初の購入予定土地14haをＡゾーンの鑑定評価書評価額を基に２

億円と算定して申入れをしたことは不合理とはいえない。 
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２、申入れは抽象的なものであって、今後取得する土地の範囲や価格

を具体的に決めた上で契約を成立させることが予定されているに過

ぎない。 

３、売買契約や交換契約については、いまだその測量が行われておら

ず、その対象土地に必要性のない土地が含まれていると認めること

はできない。 

４、現時点で、売買契約や交換契約を締結することが裁量権を著しく

逸脱、濫用するものであるということはできない。 

とあくまで上記段階では売買、交換の対象土地と価格が未定であるこ

とを前提として違法ないし著しく不当とまではいうことはできないと

判断したに過ぎず、その判断を売買、交換の対象土地と価格等が具体

化した時点の判断に委ねているものである。） 

その後、処分場跡地は購入すべきでないという平成27年の監査委員

の意見の影響もあって、甲９のとおり、密約直後の平成26年及び平成

27年の監査請求当時、購入予定面積が約14haであったものが、甲10の

平成28年 12月の時点で、約８ha、今回の購入契約では54944・ 42㎡（甲

３・４）と、面積が約４割まで減った。 

 ②  ところが、平成27年の監査請求当時、横須賀市は購入予定土地14ha

をＡゾーンの鑑定評価書評価額を基に購入代金を２億円と算定したと

述べていたのだから、面積が約４割まで減ったことによって、購入代

金も２億円の４割になったと思いきや、市議会に横須賀市が提出した

議案109号によれば、１億9293万円で殆ど減らずに当初の密約のままの

金額となっていた。 

そのからくりは、平成26年 11月の時点（甲９）でも、先の監査請求

の時点でも平成28年12月の時点（甲10）でも、各赤矢印部分のとおり、西

武鉄道と市との間で、無償で寄付することが合意されていた寄付予定

地である保管棟北の土地の16筆（別紙土地調書１の47 49ないし58 

60ないし 64）合計 16040・ 51㎡（別紙図面及び甲 12の公図の緑色で囲

った部分）が、突如として甲４の議案第 109号市議会説明資料別図赤

矢印部分のとおり、何らきちんとした合理的な説明なく、有償購入す

ることに変更され、その部分につき甲14のとおり平地であるから㎡あ

たり5940円と評価して（さらに平成30年度に5890円に減額修正して）、

当初の14haで約２億円から８・５ha減った面積による購入価格の減少
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部分を補填して、密約どおりの約２億円となるように帳尻合わせをし

たことにある。 

 ③  この購入対象土地については、監査請求人らは、必要のない土地を

横須賀市が購入することのないよう、上記東京高裁において買取予定

土地につき求釈明をなし、それに対する横須賀市の平成29年９月20日

付第４準備書面において、 

現時点では、別紙図面の緑色で囲った部分の追加買取部分に含まれる、  

  長坂五丁目の3657番 19、同番20、同番23、同番24 

  等は、買収予定の土地に含まれていない、と明確に回答していた。 

しかしその一方でそれに反して甲14の鑑定評価書のとおり、少なく

とも平成29年 11月 10日に現地調査を不動産鑑定士が現地確認をする以

前から、別紙図面の対象不動産１の赤線範囲を見れば明らかなよう

に、横須賀市は、西武鉄道の意を受けてこれまでに寄付予定として、

購入対象土地に入っていなかった別紙図面及び甲12の公図の緑色で囲

った部分の保管棟北の土地16筆を急遽鑑定、購入対象として、８・５

ha減った面積による購入価格の減少部分を補填して約２億円となるよ

うな帳尻合わせを開始した。 

そしてその事実を、監査請求人ら代理人からの質問等にも答えずに

ひた隠しにし、明らかにしたのは、やっと甲11によって平成30年６月

になってからであった。 

 ④  しかしながら、これまでに寄付予定として、購入対象土地に入って

いなかった、購入価格の約半分の１億円弱相当の上記16筆の土地を、

平成29年 11月になって突如として、購入することになった理由につい

ては、甲11や甲３・４を見てもあきらかなように、市議会にも、市民

にも、説明されていない。 

そして、横須賀市がいかに購入に変更した理由を述べようと、一旦

寄付として合意され、市議会や市民に対しても説明されていた土地

を、突如有償による購入に変更した理由が、上記密約によって合意さ

れていた２億円への帳尻合わせであることは誰の目にも明らかであっ

て、明らかに、裁量権を逸脱した、刑法247条の背任行為にも該当すべ

き不当なものである。 

そして、そもそも前の監査請求において、監査委員が、この２億円

の密約の存在を知りながら、わざわざ処分場跡地は買い取らないよう
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意見を付けたのは、次の買取段階までに、この不当な密約に縛られず、  

一銭でも購入価格を安くするよう、市の努力を求めるという監査委員

としての親心に他ならなかったものと思料するが、処分場を買い取ら

ず、また審査請求人の求めてきた不必要な部分を買い取らずに減った

面積の帳尻合わせとして、上記からくりであくまで密約に沿って２億

円を支払おうとするのは、まさに不必要な公金の支出を是正させよう

とする市民と監査委員の真摯な努力を愚弄するものであろう。 

⑤ さらに横須賀市は、なぜか何の合理的説明もなく、甲14の鑑定評価

書では、鑑定対象としていた長坂５丁目3656番 19（宅地）を購入対象

から外して、隣接する同3656番 20（雑種地）を急遽購入対象としてい

る。（甲１・５参照） 

その結果、追加購入土地の範囲は、甲14の鑑定評価書の対象不動産

１の赤斜線範囲とも食い違い、甲23の財産評価委員会の議案書の赤色

範囲とも食い違い、甲３の議案第109号添付図面、甲４の市議会への議 案

109号説明資料添付の地図の緑色の①買収予定地の範囲とも食い違って、

それぞれ同3656番 20の部分は寄付対象地とされている。（甲12参照） 

そして全くの山林（地目は雑種地）で、その上に建物も道路もない

その現状（甲14の添付写真参照）からしても、さらに同様の全くの山

林（地目は雑種地）で、その上に建物も道路もない条件である同3657

番 19が寄付対象地のままであることからしても、同3656番 20をそれま

での寄付対象から有償購入（㎡あたり5890円×1005・94㎡＝592万4987

円）に変更する合理的理由は到底見いだしがたく、横須賀市は全く購

入の必要性の理由の立たない、しかも不動産鑑定の対象ともなってい

なかった同 3656番 20を、それまでの寄付対象から急遽変更して 592万 

4987円で購入してしまったものである。 

そして、上記のとおり長坂５丁目3656番 20を購入することについて

は、 購入対象土地 が、添付図面のみで特定されていることになるか

ら、財産評価委員会の承認も、市議会の議決も経ていないことになる。 

 ⑥  従って上記各寄付予定地の直前での有償購入への変更は、地方自治

法２条14号、地方財政法４条１項、財産条例８条・議会の議決に付す

べき契約に関する条例等に違反し、かつ著しく不当なものである。 

 

(3) 本件交換契約の違法、不当性 
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① 本件交換契約によって交換された横須賀市所有地は、そもそも甲16 

のとおり、昭和54年12月20日横須賀市が25108・59㎡、２億2499万8074  

円、㎡あたり8961円で買収している土地である。 

② ところが横須賀市は、上記甲８の前吉田市長と西武鉄道との「メガ

ソーラーにも協力する」との密約に基づいてそのうちの21675・ 45㎡

（一部道路用地も含む）を、横須賀市は、購入価格の８分の１である

2492万 6800円、㎡あたり1150円と不当に安く評価して、殆ど無価値な

傾斜地の山林と、ほぼ等価と評価して交換してしまった。 

③ そのからくり、原因の第一は、 

平成25年 12月に行われた横須賀市の西武鉄道からの購入用地に関する

鑑定（甲17）で中澤春比古不動産鑑定士は、Ｂゾーンに隣接する新ご

み処理工場用地（Ａゾーン）内の本件交換市有地と同じごみ処分場跡

地である用地（平地、地目は山林）を平地の取引事例を基本としてそ

こから減額して㎡あたり、7600円と鑑定していた。 

ところがそれからわずか２年８月後の平成28年７月25日の本件交換

対象土地の鑑定（甲18）で、中澤春比古不動産鑑定士は、①と同じ処

分場跡地であり、平地である本件交換市有地について、平成28年７月

１日に現地確認しているにも関わらず傾斜地である山林の取引事例を

基本として、そこから減額して㎡あたり、1190円と鑑定しているので

ある。 

これは明らかに、不合理な、重大な過失、ないしは横須賀市の意思

を受け、あるいは忖度した、適正な価格形成に資するべき不動産鑑定

士の立場に反した、不動産の鑑定評価に関する法律に違反する、著し

く相当性を逸脱したものと評価せざるをえない。 

④ 原因の第２は、横須賀市と西武鉄道との間では、平成28年５月10日

西武打ち合わせ（甲25）で、この市有地を西武鉄道のメガソーラー事

業用地として有償貸し付けをすることが決定され、甲18の不動産鑑定

に先立つ６月15日に市議会にもその旨報告されており（甲19）、そこに

はその事業内容として、再生エネルギー固定価格買取制度による20年

間ＫＷあたり40円という、制度上最も好条件（甲20）での買取による

発電事業地として使用されることが、平成31年２月発電開始として決

定され、さらに上記密約による横須賀市の行政手続き上の便宜供与に

よって約束されていた。（甲21）  
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太陽光発電業界関係者に聴取したところ、現在の通常の太陽光発電

設備が設置可能な用地の価格は、市街化調整区域で㎡あたり5000円程

度であるが、ＫＷあたり40円という買取価格による認可がなされ、あ

るいはなされることが確実な土地であれば、㎡あたり３万ないし５万

円で取引されるのが、業界の常識である。（市街化調整区域の山林、雑

種地等が、このメガソーラーの固定価格買取制度による発電事業認可

によって多額の利潤を生む存在に化けて、土地価格が数倍に高騰して、

認可つきで投資の対象をされるまでになっていることは公知の事実で

ある。） 

   そしてこの土地が、甲19のように、西武鉄道の20年間ＫＷあたり40

円の太陽光発電用地として使用されるという条件は、すでに平成28年

６月の時点で明らかにされていたから、この使用条件については、横

須賀市は、公有財産の管理上、不動産鑑定士に告げなくてはならず、

不動産鑑定士もそれを評価の重要な要素としなければならなかったと

ころ、この鑑定評価書は、平成28年７月１日に現地調査をしているに

も関わらず、全くそのことを無視し、想定用途としても置場作業場等

としており、メガソーラー事業のための賃貸、交換予定地であること

を殊更に無視し、全く評価に反映されていないのである。 

   これは明らかに、不合理な、重大な過失、ないしは横須賀市の意思

を受け、あるいは横須賀市の意思を忖度した、適正な価格形成に資す

るべき不動産鑑定士の立場に反した、不動産の鑑定評価に関する法律

に違反する、著しく相当性を逸脱した違法なものと評価せざるをえな

い。 

   横須賀市としても平成28年５月10日西武打ち合わせ（甲25）にある

ように、一方で、西武鉄道の20年間ＫＷあたり40円という、制度上最

も好条件での買取による発電事業地として使用されることを熟知し、

平成31年２月発電開始に向けて行政手続き上の便宜供与を約束しなが

ら、一方でそのために西武鉄道に提供する市有地の使用条件について、

不動産鑑定上、全く情報提供、条件指示をサボタージュしたことが、

如何に市の利益に反し、西武鉄道の利益に奉仕するものかの認識がな

かったはずはなく、地方財政法４条１項に違反し、刑法 247条の背任

行為にも該当すべき、著しく相当性を逸脱したものと評価せざるをえ

ない。 
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⑤ 西武鉄道としては、上記密約とおり、メガソーラーとして使用可能

な価値ある平らな土地を、殆ど無価値な傾斜地の山林と、等価で交換

することになり、著しい利益を得ることとなり、さらに甲８にメガソ

ーラーに協力するとあるとおり、メガソーラー事業の行政手続的にも

便宜供与がなされて、マイナスないし二束三文の市街化調整区域の自

社土地に加えて、さらに交換される市有地も、容易に20年間ＫＷあた

り40円買取価格のメガソーラー事業用地として利用できることによっ

て、著しい利益を得ることとなるのである。 

市の便宜供与によって西武鉄道が得るこれらの利益を考慮するなら

ば、その後に交換予定土地を含む西武鉄道のメガソーラー事業が市に

よる行政手続上の許可も全て完了して、平成31年２月の事業開始が公

知の事実となっていた本件交換契約時点での市有地の評価はメガソー

ラー事業用地としての評価でなければならないはずである。 

にも関わらず横須賀市は新たにそれを前提とした新たな不動産鑑定

を行うことなくまた平成30年時点での価格修正意見書について全く情

報提供、条件指示をなさず、平成28年の鑑定書についての上記使用条

件の変化を受けた増額修正を行うこともなく、甲18の２のとおり、単

に平成28年の不合理な評価額に、平成30年４月１日までで上記使用条

件の変化を無視して 96・ 8％という減額修正のみをした意見書を提出

させているが、この市が意見書への情報提供、条件指示をサボタージ

ュしたことも、地方財政法４条１項に違反する、著しく相当性を逸脱

した違法なものと評価せざるをえない。 

 ⑥  さらに、監査請求人らは、これらに対するチェックを求めて、平成

30年４月27日開催の横須賀市の財産評価委員会に、甲22の要請書を提

出したが、何とその委員長は、甲18の鑑定を行った中澤春比古不動産

鑑定士当人であり、自分自身が鑑定した平成30年度評第４号議案の審

議の際も、全く退席することなく委員長として、要請書も全く無視し

て議事を進め、原案とおりの評価額を了承してしまった。 

これは明らかに、適正な価格形成に資するべき不動産鑑定士の立場

に反した、不動産の鑑定評価に関する法律に反する、また地方自治法

117条の趣旨等にも反し、財産評価委員会の公正らしさも侵害する著し

く不合理なものであって、監査委員は、偽りの不動産鑑定の隠れ蓑に

よって公有財産をないがしろにする企みを断じて許してはならない。 
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⑦ さらに、財産条例８条によれば、4000万円以上の不動産の買い入れ

若しくは売り払いについて議会の議決にかけることにされているの

に、横須賀市は議会の議決を免れるために、２億円以上で購入した土

地の評価が2492万 7700円であったからと言って、4000万円未満だか

ら、市議会の議決はいらないとして市議会の議決を求めなかった。（甲

４） 

これでは上記のとおり、２億円以上の高額で取得した不動産も、市

の意を受けた不当な不動産鑑定評価によって、市議会のチェックなし

に処分できることとなってしまうので、本件のような、取得価格と処

分価格の差が4000万円以上である市有財産の売却についても、その評

価替えの妥当性も含めて財産条例８条によって市議会の議決が求めら

れると解されねばならず、本件交換契約が市議会の議決を欠いている

点で、財産条例８条にも違反し、著しく相当性を逸脱したものであ

る。 

⑧ 従って上記平地であり、メガソーラー事業用地である交換対象市有

地の、ミスリードによる不当な低額評価と、それを修正しなかったこ

とは、地方自治法２条14号、地方財政法４条１項、不動産の鑑定評価

に関する法律、地方自治法96条１項６号、財産条例８条・議会の議決

に付すべき契約に関する条例等に違反し、かつ著しく不当なものであ

る。 

 

３、違法な上記各契約により横須賀市が被る損害 

(1) 本件売買契約につき、 

① 上記保管棟北の3657番７他15筆16040・51㎡については、横須賀市は

上記平成26年と平成28年の時点の合意内容とおり、西武鉄道に寄付を

受けるよう求めるべきであるのに、有償購入への転換につき、何らの

合理的説明のないまま、売買契約を締結し、代金を支払ってしまった。 

本件土地売買契約によって、横須賀市は、本来寄付を受けることで

合意されていた保管棟北の3657番７他15筆の16040・51㎡を、㎡あたり 

5940円（さらに平成30年度に5890円に減額修正して）で購入してしま

ったことによって支払う必要のなかった9447万 8604円の損害を被るこ

ととなった。 

② さらに横須賀市は、なぜか何の合理的説明もなく、甲14の鑑定評価
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書では、鑑定対象としていた長坂５丁目3656番 19を購入対象から外し

て、隣接する同3656番 20を急遽購入対象としたが、その現状からして

も、さらに同3657番 17が寄付対象地のままであることからしても、同

3656番 20をそれまでの寄付対象から有償購入に変更する合理的理由、

必要性は全くないので、横須賀市は㎡あたり5890円×1005・94㎡＝592

万 4987円の損害を被ることとなった。 

 

(2) 本件交換契約につき、 

上記3341番２他21999・ 67㎡の市有地については、 

① 甲 16のとおりもともと昭和54年 12月 20日に、25108㎡を224998074円

で、㎡あたり8961円で購入したものである。 

② 甲 17の平成26年の不動産鑑定で、中澤春比古不動産鑑定士は、Ｂゾ

ーンに隣接する新ごみ処理工場用地（Ａゾーン）内の、本件交換市有

地と同じ処分場跡地である用地（平地、地目は山林）を、平地の取引

事例を基本としてそこから減額して㎡あたり7600円と鑑定している。 

③ さらにこの市有地は、甲18の平成28年７月の不動産鑑定時点ですで

に、市から西武鉄道のメガソーラー事業用地として有償貸し付けをす

ることが決定され、その後の横須賀市の行政手続上の協力によって、

本件交換契約時までにメガソーラー事業用地として使用可能な土地で

あることも明らかとなっているから、交換対象市有地の平成30年９月

現在の評価が、㎡あたり7600円を上回ることは明らかである。 

④ にも関わらず中澤春比古不動産鑑定士は、甲18のとおり平成26年の

鑑定結果、現地確認の結果、交換対象市有地が平地であること、メガ

ソーラー事業用地として使用可能な土地であることを無視して、（また

横須賀市はこれらの鑑定の要素たる条件を熟知しながら、全く情報提

供、条件指示をサボタージュしたことによって）、㎡あたり1190円と評

価し、さらに甲24のとおり、自らが委員長である財産評価委員会で、

平成30年現在㎡あたり1150円との評価を了承してしまった。 

⑤ これらにより、少なくとも横須賀市は21675・45㎡の市有地を、本来

㎡あたり7600円以上での交換に供することができたところ、㎡あたり

1150円の評価で交換せざるをえなくなって、（もし7600円の評価であれ

ば、西武鉄道はそれに合う交換用地を譲渡用地から提供しなければな

らなかったから） 
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（7600円－1150円）×21675・ 45㎡＝１億3980万 6653円の損害を被るこ

ととなった。 

 

(3) そしてもし、上記甲５の密約の縛りのない、社会常識的な、通常の不

動産取引及び自治体の財政の健全化の観点からは、今回、正しい本件売

買契約代金は約１億円で、交換対象西武鉄道所有地の代金約2400万円を

加えても、正しい本件交換対象市有地の価値は約１・６億円の方が多い

のだから、交換契約の市有地と、売買契約で取得すべき土地全体と交換

しても、優にお釣りのくる取引であったのであり、本件売買契約による

２億円の土地購入の必要は全くなかったことは誰の目にも明らかであり、賢

明なる監査委員の方々にも、容易に本件の違法性、不当性はご理解頂け

るものと思料する。 

 

４  市職員の講ずべき措置の内容 

  従って、監査請求人らは、地方自治法第242条に基づいて、監査委員に

対して、 

(1) 本件売買契約について 

① 本件売買契約を解除すること。 

② ①が認められない場合には、不当な売買に該当する9447万 8604円

（または592万 4987円）を西武鉄道株式会社に賠償請求をすること。 

③ ②が認められない場合には、上地克明横須賀市長または、上記違法

行為に責任を負うべき担当職員に対して、上記不当購入代金相当額

9447万 8604円を横須賀市に賠償するよう請求すること。 

④ ③が認められない場合には、上地克明横須賀市長または上記違法行

為に責任を負うべき担当職員に対して、上記長坂５丁目3656番 20の不

当購入代金相当額592万 4987円を横須賀市に賠償するよう請求するこ

と。 

 

(2) 本件交換契約について 

① 本件交換契約を解除すること。 

② ①が認められない場合には、交換市有地の不当な評価額に相当する

１億3980万 6653円を西武鉄道株式会社に賠償請求をすること。 

③ ②が認められない場合には、上地克明横須賀市長または上記違法行
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為に責任を負うべき担当職員ないし中澤春比古不動産鑑定士に対し

て、上記交換市有地の不当評価額１億3980万 6653円を横須賀市に賠償

するよう請求すること。 

等の各措置ないし必要な措置を横須賀市長に対し、講ずるよう勧告する

ことを求める。 

 

５、監査にあたっての監査委員への要望 

  本件監査を行う上で、残念ながら代理人に開示された甲25の交渉記録

は、核心部分の記載が、黒塗りされているが、そのこと自体がますます、密

約に沿った市と市民に損害を与える行為が行われている疑いを強くせざ

るをえない。 

  監査委員におかれては、ミニ森友事案とも言うべき、市民の税金を無

駄遣いするこの各契約につき、特に甲25について、地方自治法242条の職務

を全うするため、黒塗りのない文書原本を閲覧して真実を明らかにし、

私企業との契約外の不明朗な合意、利益供与等による市への著しい損害

を防止されたい。 

 

第２ 請求者 

（省略） 

 

地方自治法第242条第１項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な

措置を請求します。 

 

平成31年１月28日  

 

横須賀市監査委員 殿 

 

 

   別紙 事実証明書 

 

甲１ 土地売買契約書 

甲２ 土地交換契約書 

甲３ 平成30年度議案109号  
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甲４ 議案109号土地の取得について 

甲５の１・２ 登記情報（購入・寄付土地） 

甲６ 登記情報（市交換土地） 

甲７ 登記情報（西武交換土地） 

甲８ 吉田市長、西武社長会談記録 

甲９ 生活環境常任委員会説明資料（平成26年 12月） 

甲 10 生活環境常任委員会説明資料（平成28年 12月） 

甲 11 生活環境常任委員会説明資料（平成30年６月） 

甲12 公図 

甲 13の１・２ 鑑定書１・意見書１ 

甲14の１・２ 鑑定書２・意見書２ 

甲15 横須賀市の平成29年９月20日付第４準備書面 

甲16 昭和54年議案書 

甲17 平成25年鑑定書 

甲18の１・２ 鑑定書３・意見書３ 

甲19 生活環境常任委員会説明資料（平成28年６月） 

甲20 新聞記事 

甲21 大規模土地利用調整会議資料 

甲22 財産評価委員会 要請書 

甲23の１・２・３ 財産評価委員会 議案書 

甲24 財産評価委員会 議事録 

甲25 西武鉄道との交渉記録、公文書一部公開分一式 

甲26 交渉記録要約時系列メモ 

甲27 登記情報（横須賀市長坂５丁目 3656番 20 3656番 19）  

甲 28 長坂５丁目買収予定地一覧表 

甲29 求積図 

甲 30 平成28年１月27日打ち合わせ報告 

甲31 平成28年 11月 17日企画調整会議記録 

甲32 平成30年度予算明細書 

甲33 平成30年３月22日副市長ヒアリング資料 

甲34 平成30年４月24日副市長ヒアリング資料 

甲35 不動産の評価についての回答 
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第２ 要件審査及び請求の受理 

本件請求は、地方自治法第242条第１項及び第２項の所定の要件を具備し

ているものと認め、平成31年２月７日にこれを受理した。 

 

第３ 監査の実施 

１ 監査対象事項 

(1) 横須賀市職員措置請求書（以下「請求書」という。）の「第１ 請求の趣

旨 １、財務会計上の行為 (1)土地売買契約」に関して、西武鉄道株式

会社（以下「西武鉄道」という。）との間の横須賀市長坂５丁目3656番 15

ほ か 63筆 の 土 地 （ 54,944.42 平 方 メ ー ト ル ） の 売 買 契 約 （ 契 約 金 額

192,930,000円、平成30年８月15日締結（仮契約）、同年９月20日議決）

について（以下「第１請求」という。） 

(2) 請求書の「第１ 請求の趣旨 １、財務会計上の行為 (2)土地交換契 

約）」に関して、西武鉄道との間の西武鉄道所有の横須賀市長坂５丁目

3346番１、同3355番３の２筆の土地（21,841.52平方メートル）を横須賀

市所有の横須賀市長坂５丁目3341番２ほか９筆の土地（21,675.45平方メ

ートル）との交換契約（平成30年９月20日締結）について（以下「第２

請求」という。） 

 

 ２  監査対象部 

資源循環部及び財政部（横須賀市財産評価委員会に関すること） 

 

 ３  請求人の証拠の提出及び陳述 

平成31年２月13日、地方自治法第242条第６項の規定に基づき、請求人ら

代理人が陳述を行った。 

平成31年３月12日、請求書及び意見陳述を補足する証拠として、事実証

明書（甲27から甲35まで）が提出された。 

 

 ４  監査の方法 

本件監査は、関係書類の調査及び監査対象部の調査を実施した。 

 

 ５  関係人への調査 

地方自治法第199条第８項の規定により、関係人として、西武鉄道（当時
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の交渉担当者）及び中澤春比古不動産鑑定士・横須賀市財産評価委員会委

員長に対し事実関係の聴取を行った。 

 

 ６  その他の調査 

一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会（以下「県不動産鑑定士協会」

という。）の相談員である不動産鑑定士に対し、不動産鑑定評価に関する一

般事項について聴取を行った。 
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第４ 第１請求に係る監査の結果 

１ 事実関係 

(1) 第１請求に係る土地売買契約（以下「本件土地売買契約」という。）の

概要について 

平成 28年 11月 17日に開催された市政の基本方針及び重要施策について

審議する企画調整会議において、長坂埋立地浄化センター、不燃ごみ積替

保管施設、搬入道路等用地の買取り及び周辺用地の寄附採納並びに用地

の交換について審議し、その方針が決定された土地のうち買入とされた

土地の取得（54,944.42平方メートル）を行うための契約である。 

ア 本件土地売買契約に係る買入土地（以下第４において「本件土地」と

いう。） 

所 在  地  番  
地  目  地  積（㎡） 

公簿 現況 公簿計 実測計 

横須賀市長坂５丁目 
3656番 15

ほか63筆  

山林 

雑種地 

宅地 

山林 

雑種地 
50,319.94 54,944.42 

イ  土地所有者 西武鉄道 

ウ 買入価格  １億9,293万円 

所有者と合意した価格が、平成30年４月27日開催の平成30年度第１回

の横須賀市財産評価委員会（以下「財産評価委員会」という。）において

審 議 を 経 た １ 平 方 メ ー ト ル 当 た り の 単 価 に よ り 算 定 し た 価 格

（192,937,389円）を下回っていることから、合意した価格をもって買入

価格とされた。 

(2) 財産評価委員会による評価について 

本件土地の評価については、公有財産規則第７条に基づき財産評価委員

会で平成30年４月27日に審議が行われた。財産評価委員会は、財産条例第

９条に基づき、公有財産の取得、交換、貸付け及び処分の価格又は料金に

ついて審議するため、不動産鑑定士３名、税理士１名及び神奈川県職員１

名の計５名で構成され、横須賀市財産評価委員会運営内規（以下「運営内

規」という。）第２条により原則月１回開催されるものである。同日の財

産評価委員会は、財産条例第９条第７項により会議が成立し、評価の価格

時点を平成 30年４月１日として運営内規第３条第１項による本件土地に

関する不動産鑑定士の不動産鑑定評価書の鑑定評価額の平方メートル単
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価に時点修正率を乗じ、運営内規第４条による端数処理を行い算出した

価格を本件土地の価格の原案として審議した。 

なお、同鑑定評価書は、平成29年 11月 10日等に対象不動産の実査を行い、

価格時点は同年12月１日とし、不動産の種別は林地及び宅地見込地（雑種

地）、価格の種類は正常価格、依頼の目的は売買の参考のため、鑑定評価

方式は取引事例比較法による比準価格を求め、公示価格等との均衡にも

留意のうえ、鑑定評価額を決定している。その後、不動産鑑定士が平成30

年４月１日までの期間を変動率算定期間として地価変動率に係る意見書

により時点修正率を判定している。 

財産評価委員会は、審議の結果、次の一覧表の土地について原案のとお

り決定した。 

なお、時点修正を勘案して10円未満は切り捨てられた。 

（注） 買入対象土地は、上記土地から次頁の交換対象土地を除いたものである。 

所 在  現 況  地 目  地 積（ ㎡）  
単 価  

（ 円 /㎡） 
価 額（ 円）  

① 長 坂 5丁 目 3656番

15ほか  
山 林  

山 林  

雑 種地  
12,830.55 1,220 15,653,300 

② 長坂 5丁目 3342番 2 山 林  山 林  486.11 640 310,000 

③ 長 坂 5丁 目 3357番

ほ か  
山 林  山 林  3,354.97 1,170 3,925,400 

④ 長坂 5丁目 3199番 1

ほ か  山 林  

山 林  

雑 種地  

ほ か  

31,206.34 1,140 35,575,300 

⑤ 長坂 5丁目 3355番  山 林  山 林  4,535.98 1,150 5,216,400 

⑥ 長 坂 5丁 目 3656番

17の一 部ほ か  雑 種地  

宅 地  

雑 種地  

ほ か  

20,499.05 5,890 120,739,500 

⑦ 長坂 5丁目 3199番 1

の 一部 ほか  雑 種地  

宅 地  

雑 種地  

ほ か  

3,872.94 9,410 36,444,400 

計    76,785.94 
 

 
217,864,300 
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上記のうち、交換対象土地 

 

(3) 市議会への報告について 

平成26年第４回定例会において、市議会の所管常任委員会における一般

報告事項として本件土地取得及び寄附採納に関する経緯等について報告

がなされ、以降、平成27年第４回定例会においては本件土地取得及び寄附

採納に係るスケジュール変更、平成 28年第４回定例会においては本件土

地取得及び寄附採納に係る対象となる土地の変更並びに土地の交換につ

いて一般報告がなされた。そして、平成30年６月定例議会（この年から通

年議会となり呼称が変更となった。）においては、不燃ごみ積替保管施設

北の土地（長坂５丁目3657番７ほか15筆、約1.6ヘクタール。以下「保管

施設北の土地」という。）を含む土地取得について、測量が終了し取得用

地の面積が確定したため不動産鑑定を行い、財産評価委員会に評価を依

頼し同委員会の審議の結果、了承されたこと等の一般報告がなされた。 

(4) 予算執行に係る事務について 

ア 平成30年８月２日、本件土地の取得に係る予算執行伺が起案され、同

月９日、市長による決裁が行われた。 

イ 本件土地売買契約は、財産条例第８条の規定により議会の議決に付さ

なければならない契約であることから平成30年８月15日、西武鉄道と市

議会で可決されるときに効力を生じるものとした仮契約の締結を行った。 

(5) 市議会の議決について 

平成30年９月定例議会において、同年９月20日、本件土地の取得につい

て議決された。この議決に際しては、本件土地の取得に至る経緯、所在地、

地目、面積、買入価格等について説明が行われた。 

所 在  現 況  地 目  地 積（ ㎡）  
単 価  

（ 円 /㎡） 
価 額（ 円）  

④ の一 部  

長 坂 5丁 目 3346番 1 
山 林  山 林  19,010.49 1,140 21,672,000 

⑤ の一 部  

長 坂 5丁 目 3355番 の

一 部  

山 林  山 林  2,831.03 1,150 3,255,700 

計    21,841.52 
 

 
24,927,700 
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(6) 本件土地売買契約の成立について 

上記市議会における議決を受けて、平成30年９月20日、本件土地売買契

約が成立した。また、同日、資源循環部長が支出負担行為に係る決裁を行

った。同月21日、所有権移転登記が完了した。 

(7) 本件土地売買契約に係る支出の状況について 

本件土地売買契約に係る支出については、平成30年 10月 11日に行われた。 

 

２  監査対象部（資源循環部）からの請求人の主張に関連した説明は以下の 

とおりである（(4)は資源循環部及び財政部）。 

(1) 横須賀市は、昭和46年度から昭和51年度まで長井６丁目地区において、

民間用地を借用し、ごみの埋立てを行っていた。ところが、長井６丁目地

区の埋立地が満杯となったので、市内各地を調査した結果、西武鉄道所

有の長坂５丁目地区用地が、埋立地に最適であると判断し、西武鉄道と

再三にわたり交渉し、昭和52年４月からごみの埋め立てを開始するため

に、西武鉄道から土地を借用して、ごみの最終処分場として整備し、併せ

て、昭和53年に借用地内に長坂埋立地浄化センター等を整備した。当該

事業における用地は、一部を民間からの用地購入（長坂５丁目3351及び

3359番  面積：25,108.59平方メートル）と大部分は、西武鉄道所有の用地

を長期（16年間）にわたり借用して事業を継続してきた。 

長坂埋立地浄化センターは、昭和53年から運用を開始し、老朽化が進

んでいるが、最終処分場からはメタンガスや一部基準を超える浸出水が

発生しているため、最終処分場の廃止の目処がつかないので、今後も運

転を継続していかなければならない。また、長坂埋立地浄化センター用

地周辺では、過去において台風等で何度も法面が崩壊し、長坂埋立地浄

化センターや搬入道路に被害がおよんでいるが、借地であるため、その

都度応急処置として対処工事を行った。 

以上のことから、長坂埋立地浄化センターの老朽化対策工事や、予防

保全的な法面管理を行い安定的に運用する等の目的で、土地を取得する

こととし、平成29年度に当該用地を測量し、市が廃棄物処理事業を進め

るうえで必要な用地を西武鉄道と交渉の末、取得した。 

(2) 平成26年２月20日の西武鉄道との交渉内容については、Ａゾーンの新

ごみ処理施設建設用地の土地の取得価格について、平成26年１月27日に

開催 された財産評価委員会の審議において 807,182,700円という価格の
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了承を受けている。一方、Ｂゾーンの長坂埋立地浄化センター敷地等の価

格については、上記新ごみ処理施設建設用地の土地の１平方メートル当

たりの単価を参考に、土地の公簿上の面積を勘案した概算金額が約２億

円であったことを受けて、交渉経過における概算金額として、「約10億円

で購入したい」と発言したものである。 

したがって、請求人が主張するように、この時点でＡゾーンとＢゾーン

の土地の購入価格の総額が約 10億円と合意がなされた、というのは事実

と異なる。その後、市は、Ｂゾーンの長坂埋立地浄化センター敷地等、廃

棄物処理事業を進めるうえで必要な土地を現地測量に基づき確定し、当

該用地の鑑定を不動産鑑定士に依頼し、平成 30年４月 27日開催の財産評

価委員会に付議し、価格の了承を受けて、適正な金額で購入したものであ

る。「殆ど無価値の土地（Ｂゾーン）の一部」という請求人の主張は、根

拠がない。 

(3) 保管施設北の土地16筆  約 1.6ヘクタールは、市職員等駐車場及び不燃ご

み積替保管施設のためのパッカー車周回道路として市が使用していた土

地である。市は、施設部分の土地のみの購入を求め、この土地については

当初、寄附を受ける考えであったが、西武鉄道からは、施設を使用するた

めには必要な土地であり、購入するように求められていた。そのため、請

求人が主張する、寄附することが合意されていた土地ではない。市は、平

成 26年度から西武鉄道と用地交渉を行ってきた。今まで約 40年間も用地

取得できなかった長坂埋立地浄化センター等の土地を漸く取得する機会

が得られ、また長坂５丁目から芦名３丁目までの広大な緑地を一体的に

管理できるという条件の中で、交渉を進めた。交渉の末、保管施設北の土

地は西武鉄道の主張のとおり購入し、一方で測量の結果、道路に接してい

ない土地と判明した長坂５丁目 3360番ほか４筆  約 1.6ヘクタール及び、

ごみが埋まっている場所が正確に判明した長坂５丁目 3346番３ほか 11筆 

約 2.0ヘクタールについては、寄附を受けることになった。 

上記の経緯から、平成26年 12月、平成28年 12月時点では保管施設北の土

地16筆を寄附見込地としていたが、最終的にこの土地を購入する一方、道

路に接していない５筆及びごみが埋まっている 12筆は寄附を受けること

を決定し、平成 30年６月 13日の生活環境常任委員会において一般報告し

たものである。 

なお、当該地は羽田不動産鑑定事務所に鑑定及び時点修正率の算定を依
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頼し、平成30年４月27日に開催した財産評価委員会に付議し、価格が了承

されたものである。請求人の主張では、「面積が約４割まで減ったことに

よって、購入代金も２億円の４割になったと思いきや、」とあるが、適正

な価格で廃棄物処理事業を進めるうえで必要な土地を購入したものであ

り、主張に根拠はない。 

(4) 市は、Ｂゾーンの公図写及び求積図に基づき、契約等の事務手続を進め

たが、この度長坂5丁目 3656番 19と 3656番 20の地番が誤って逆に記載され

ていたことが判明した。このため、誤って3656番 19は寄附、3656番 20は売

買を原因とする所有権移転登記を嘱託してしまった。 

しかし、実際に売買した土地は鑑定評価書の対象不動産１の赤斜線範囲、

財産評価委員会の議案書の赤色範囲、市議会への議案109号説明資料添付

の位置図の緑色の①買収予定地の範囲の土地で、位置、実測面積、価格に

誤りはない。また、西武鉄道とは買収用地は変わらないと平成31年２月8

日に確認したので、現在売買契約と無償譲渡（寄附）契約について、土地

調書の土地の所在地番を修正するための変更契約を締結する事務を進め

ている。また、この変更契約を締結後に、長坂５丁目3656番 19と 3656番 20

の土地について、登記原因の更正登記を行う予定である。 

 

３  関係人に対する聴取事項 

(1) 本件土地売買契約に関し、西武鉄道の当時の交渉担当者に対し、本件土

地のうち保管施設北の土地が寄附予定地から買収となった経過等につい

て平成31年３月７日に聴取した結果は次のとおりである。 

・当該土地についての横須賀市側の寄附での受領方針に対し、当方として

は賃貸により横須賀市に利用いただいている土地であることから、無償

での譲渡ではなく、一貫して有償での譲渡を交渉させていただいた結果、

有償での譲渡契約に至ったとの認識である。 

(2) 本件土地売買契約に関し、平成30年４月27日に財産評価委員会委員長と

して本件土地に係る議案を審議した中澤春比古不動産鑑定士に不燃ごみ

積替保管施設用地とその北側の土地20,449.05平方メートルの不動産鑑定

評価の審議結果について平成31年３月１日に見解を求めたところ、次のと

おり回答を得た。 

   ・当該土地を雑種地として評価した内容等を踏まえて総合的に判断した

結果である。 
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４ 監査委員の判断 

(1) 判断基準 

普通地方公共団体における財産の取得、管理及び処分は普通地方公共団

体の長が事務を担任するものとされており（地方自治法第149条第６号）、

普通地方公共団体の長が不動産を購入する売買契約を締結するか否か、

その買取価格をいくらと定めるかについては、当該不動産を購入する目

的やその必要性、契約の内容に影響を及ぼす社会的、経済的要因その他の

諸般の事情を総合的に考慮した合理的な裁量に委ねられているというべ

きである。また、土地の取得（買入れ）については、地方自治法第96条第

１項第８号、地方自治法施行令第121条の２第２項、同施行令別表第４を

受けて、財産条例を定めており、その第８条は予定価格4,000万円以上で

１ 件 5,000平方メートル以上の土地の買入れを行う場合には議会の議決

を要する旨を規定している。 

以上の点を踏まえて、本件土地売買契約の締結については、財産の取得、

管理及び処分に関する権限を有する市長の裁量権の逸脱又は濫用があっ

たか否かについて判断するとともに、本件土地売買契約に係る財務会計

行為に違法性又は不当性があったか否かについて判断する。 

(2) 本件土地の取得の必要性について 

本件土地取得に至る経緯等によると、本件土地の取得にあたっては、市

が西武鉄道から借用していた長坂埋立地浄化センター、不燃ごみ積替保

管施設、計量棟、搬入道路等の各用地を取得し、施設の安定的な運用や予

防保全的な法面管理を図るという基本的な目的のもと、廃棄物処理事業

を進める上で本件土地を購入する必要があるとの判断に至ったものと思

料される。このことについては請求人にも争いがない。 

(3) 寄附予定地の一部を買収対象としたことについて 

本件土地には市議会の平成 26年第４回定例会及び平成 28年第４回定例

会に寄附 予定地として報告した不燃ごみ積替保管施設北の土地が含まれ

ていることについて争いはない。 

寄附予定地の解釈について、請求人は上記各時点で市と西武鉄道の間で

寄附の合意がなされていたと主張するが、所管部局はいずれの時点におい

ても寄附の合意まではなされておらず、寄附見込地であったと説明する。

また、当事者である西武鉄道に照会をし見解を質したところ、当該土地に

ついての市側の寄附での受領方針に対し、西武鉄道としては賃貸により市
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が利用している土地であることから、無償譲渡ではなく、一貫して有償で

の譲渡とする交渉を行った結果、有償での譲渡契約に至ったとの認識であ

るとして所管部局と同様、合意はなかったとの見解であった。 

このことについて文書等の新たな証拠はなく両当事者の説明のみから判

断せざるを得ないが、市にとって一定の事実を議会に報告するということ

はそれなりの 根拠をもって慎重かつ正確に資料化 し説明するのが通例で

あろう。西武鉄道が一貫して有償譲渡を主張していたとすれば寄附予定地

とは如何なることがあっても書けないはずである。もし所管部局が説明す

る「寄附見込地」が事実なら資料作成時点からそのような表記にし、寄附

の合意までは得られていないことを説明すべきであったのに、そのような

ことを行ったという証拠はない。不確かなこと、あるいは事実と異なるこ

とを報告するということは議会軽視につながり、正常な議会運営を妨げる

おそれがあり通常では考えられない。また、平成26年の区域図資料及び平

成28年の区域図資料と平成30年の区域図資料を比較すると、交換と売買の

差はあるものの市が有償で取得する区域は、保管施設北の土地を除けばほ

ぼ一致することから、平成30年に至って当該土地を買収予定地に加えたと

解釈するのが素直であると思料する。 

したがって、保管施設北の土地については、断定はできないが寄附につ

いて何らかの合意があったものと解するのが相当と考える。 

次に、寄附予定地から買収対象地へと変更したことに合理的な説明があ

ったのかについて考察する。 

所管部局は、保管施設北の土地は市職員等駐車場及び不燃ごみ積替保管

施設のパッカー車の周回道路として市が使用していた土地であり、市にお

いては、当初、施設部分の土地のみの購入を求め、当該土地は寄附を受け

るという考えがあったものの、西武鉄道から当該土地は施設利用のために

必要な土地であり、購入するよう求められていたとしている。そして交渉

の結果、当該土地は西武鉄道の主張のとおり市が購入し、その一方で測量

の 結果、道路に接していない土地と判明した長坂５丁目 3360番ほか４筆

（約 1.6ヘクタール）及びごみが埋まっている場所が正確に判明した長坂

５丁目3346番３ほか11筆（約2.0ヘクタール）については寄附を受けること

としたと説明する。 

所管部局は保管施設北の土地については何らの条件も縛りもなく、一か

ら売買交渉したことを前提に説明しているが、上記のとおり何らかの寄附
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の合意があったものと解すれば、当該土地が施設使用のために必要な土地

であることは寄附の合意の前から互いに認識していたはずで、新たな購入

要求の根拠にはなり得ない。 

また、所管部局は保管施設北の土地を購入する代償として「道路に接し

ていない土地」と「ごみが埋まっている場所」（以下「二つの区画」という。）

を買収対象から寄附対象へと変更したことで、市が新たな負担をしたもの

ではないかのように説明するが、その二つの区画が本当に平成26年及び平

成28年作成の市議会報告資料において買収対象となっていたか、また、当

該土地の 購入価格と 二つの区画の土地の価格が等価なのかについて明確

な証拠は提出されておらず、当該土地を買収対象としたことに合理的な説

明があったと解することはできない。 

以上のことから保管施設北の土地については当初の市議会報告資料のと

おり寄附を受けることに何らかの合意があったと認めるのが相当であり、

寄附予定 地から買収対象地へと変更したことに対し合理的な説明があっ

たとも言えない。しかしながら、そのことから当事者間での交渉の結果、

買収対象 に変更したことが違法又は著しく不当なことと言えるかは別問

題である。 

何らかの寄附の合意があったとしても、両当事者において、そのことを

書面等でもってなされたものでないならば、その合意が将来にわたり両当

事者を拘束すると解する法的根拠はなく、合意を解消することは道義的、

政治的にはともかく何ら問題はない。そしてそのような物的な証拠は見つ

けることができなかった。 

また、最終売買交渉で西武鉄道がそれまでの寄附の合意を翻して買収を

求めた場合、市はその要求を受け入れるか、当該土地を含む買収対象土地

全体の取得を諦めるかの岐路に立たされると言わざるを得ない。取得を願

い、上記(2)のとおり取得に必要性が認められる以上、意に反して買収対象

に変更したとしてもそのことについて著しく不当であったとまでは言え

ない。 

(4) 保管施設北の土地の対象が一部変更されたことについて 

不動産鑑定評価の時点で購入対象としていた長坂５丁目3656番 19（宅地）

を購入対象から外して隣接する寄附対象であった同番20（雑種地）を購入

対象としたことについて、請求人は、何の合理的な説明もなく、同番19を

購入対象から外して、隣接する同番20を急遽購入対象としており、したが
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って、寄附予定地の一部であった土地の直前での有償購入への変更は市議

会の議決を経ていないことになると主張する。 

一方、所管部局の説明によると、購入の対象となるべき長坂５丁目3656

番 19と寄附の 対象となるべき同番 20の地番が求積図等に誤って逆に記載

されていたことにより、本件土地売買契約及び無償譲渡（寄附）契約の契

約書における 地番の 記載と当該契約に基づく所有権移転登記に一部誤り

があったことが判明したが、実際に本件土地売買契約の対象となる土地の

範囲、財産評価委員会の議案書に示された土地の範囲、市議会の議決に係

る説明資料で示された土地の範囲と土地の位置、実測面積、取得価格に誤

りはなかったとしている。 

事実を確認した結果、所管部局の説明のとおり、地番が求積図等に誤っ

て逆に記載されていたことにより、本件土地売買契約及び無償譲渡（寄附）

契約の契約書 における地番の記載と当該契約に基づく所有権移転登記に

一部誤りがあったものであり、実際に本件土地売買契約の対象となる土地

の範囲、不動産鑑定士による鑑定評価の対象となる土地の範囲、財産評価

委員会の 議案書に示 された土地の範囲及 び市議会 の議決に係る説明資料

で示された土地の範囲については、いずれも相違はなく、土地の位置、実

測面積及び取得価格に誤りはなかったものと認められた。 

したがって、本件土地売買契約に係る市議会の議決は実質的には有効に

なされたものと認められる。 

(5) 本件土地の取得価格の相当性について 

本件土地は平成30年４月27日開催の財産評価委員会による審議を経て、

同年９月20日市議会の議決を得て192,930,000円（54,944.42平方メートル）

で買い入れることとなった。 

このことについて、請求人は現在建設中の新ごみ処理工場用地の買収価

格の市の提示価格８億円と西武鉄道との提示価格９億円の差が１億円あ

ったものを平成26年２月の市長・西武会談により、新ごみ処理工場用地（Ａ

ゾーン）を８億円で売却する代わりに新ごみ処理工場用地の南に広がる不

必要な、西武鉄道にとってマイナスの不良資産である、殆ど無価値の土地

（Ｂゾーン）の一部を（帳尻合わせのために）２億円で買い取ったと主張

する。 

一方、所管部局は、不動産鑑定士による鑑定評価及び時点修正率の算定

を行い、いずれも財産評価委員会に付議され価格が了承された評価額を
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用いて、不燃ごみ積替保管施設用地とその北側の土地20,449.05平方メー

トルを１平方メートル当 たり 5,890円で、長坂埋立地浄化センター用地

3,872.94平方メートルを１平方メートル当たり9,410円で、その他の山林

30,572.43平方メー トルを１平方メ ート ル当たり 640円～ 1,220円で購入

した（監査委員の要約による。）のであって、当初から２億円と決まって

いたものではないと説明している。 

この案件については平成 30年４月 27日開催の財産評価委員会で審議さ

れ原案どおり了承されている。同委員会で委員長を務めた中澤不動産鑑

定士に不燃ごみ積替保管施設用地とその北側の土地について１平方メー

トル当たり5,890円とした評価額について見解を求めたところ、当該土地

を雑種地として評価した内容等を踏まえて総合的に判断した結果である

との回答を得た。 

以上のこと及び上記(3)のとおり保管施設北の土地の取得が違法又は著

しく不当とは言えないことを踏まえれば、本件土地の取得価格に相当性

がないとまでは言えない。 

  (6) 市議会の議決について 

    請求人は、本件土地のうち、購入対象となる長坂５丁目3656番 19を購入

対象から外して、隣接する同番 20を購入対象としたことについて市議会

の議決を経ておらず、不当であると主張する。この点について事実を確認

した結果は上記のとおり、実際に本件土地売買契約の対象となる土地の

範囲、不動産鑑定士による鑑定評価の対象となる土地の範囲、財産評価委

員会の議案書に示された土地の範囲及び市議会の議決に係る説明資料で

示された土地の範囲についてはいずれも相違はなく、土地の位置、実測面

積及び取得価格についても誤りはなく、単なる錯誤と認められた。 

以上の点を踏まえると、市も誤りを正すべく西武鉄道との変更契約や登

記の更正手続を進めているとのことであるから、本件土地売買契約に係

る市議会の議決については実質的には有効になされたものと解すること

ができる。 

(7) 結論 

本件土地のうち保管施設北の土地について市議会の平成 26年第４回定

例会及び平成 28年第４回定例会に寄附予定地として報告したことは重要

な事実であり、市にはそのとおりに実現させるべき道義的、政治的な責任

はあるというものの、そのことが市と西武鉄道を将来にわたって法的に



   28

拘束するとまではいえず、その後の協議において事情変更が生じること

もあり得ることである。したがって、市が当該土地についてそれまで寄附

予定地として市議会に報告していたところ最終的には購入することとし

平成 30年６月定例議会の所管常任委員会に報告したことが著しく不当で

あるとまでは言えない。 

また、保管施設北の土地の中に鑑定していない地番の土地を含め、鑑定

した地番の土地を除外して手続を進めて、財産評価委員会の審議及び市

議会の議決を得たのは請求人の主張のとおりであるが、それぞれに添付

された位置図等に照らし合わせれば、市の抗弁のとおり地番の取違えの

結果であると解するのが相当であり、買収しようとした土地の範囲と鑑

定、財産評価委員会、市議会に付した土地の範囲に差は認められず、実質

的にはそれぞれ有効な手続であったと解することができる。 

その他、上記のとおり本件土地取得の必要性及び本件土地取得価格の相

当性についても認めることができ、手続的にも市議会における議決を経

て本件土地売買契約の締結が行われたと実質的に認められるので、財務

会計行為はいずれも適正に行われたものということができる。 

したがって、本件土地取得の決定に係る市長の裁量権の逸脱又は濫用が

あったと認めるには至らず、本件土地売買契約に係る財務会計行為につ

いても違法又は不当な点は認められなかった。 

以上により、第１請求については、いずれも理由がないものと認めこれ

を棄却する。 

  (8) 意見 

   ア  本件土地のうち保管施設北の土地について市と西武鉄道との間で寄附

予定地とする何らかの合意があったものと思料するが、最終的に買収予

定地に変更したことについては市議会に対しても市民に対してもその

理由を丁寧に説明する義務があるものと言わざるを得ない。しかしなが

ら、本件監査においても合理的な納得のいく説明は得られなかった。今

後はこのようなことがないよう十分に留意されたい。    

もしも万が一、監査委員の見解が誤りで何らの合意もなかったと主張

するならば、それはそれで何故、事実と異なる、誤解を招くような報告

を市議会にしたのかが問われることとなる。 

いずれにせよ本件に係る市の行政運営には課題があったものと言わざ

るを得ない。 
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イ 本件土地売買契約に係る事務において、売買の対象となる土地に相違

はなく、不動産鑑定士による鑑定評価及び財産評価委員会による審議の

対象となるべき土地にも相違はなかったものの、本件土地売買の契約書

及びこれに基づく土地の所有権移転登記について、一部地番の取違えに

よる記載誤りが判明した。このことについては、当該契約の変更及び登

記の更正手続など必要な措置を講じるとともに、今後同様の事務の誤り

が発生することがないよう、原因を把握した上で実効性のある具体的な

再発防止策の検討を行われたい。 
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第５ 第２請求に係る監査の結果 

 １  事実関係 

  (1) 第２請求に係る土地交換契約（以下「本件土地交換契約」という。）の

概要について 

平成 28年 11月 17日に開催された市政の基本方針及び重要施策について

審議する企画調整会議において、長坂埋立地浄化センター、不燃ごみ積替

保管施設、搬入道路用地等の買取り及び周辺用地の寄附採納並びに用地

の交換について審議し、その方針が決定された土地のうち交換とされた

土地の交換を行うための契約である。 

  ア  本件土地交換契約により市が取得する土地（西武鉄道所有地） 

所 在  地  番  
地  目  地  積（㎡） 

公簿 現況 公簿計 実測計 

横須賀市長坂５丁目 
3346番１ 

ほか１筆 
山林 山林  21,841 21,841.52 

  イ  本件土地交換契約により市が譲渡する土地（市所有地（普通財産）） 

所 在  地  番  
地  目  地  積（㎡） 

公簿 現況 公簿計 実測計 

横須賀市長坂５丁目 
3341番２ 

ほか９筆 

山林 

公衆用道路 
山林  21,670 21,675.45 

  ウ  交換価格 

平成30年４月27日開催の平成30年度第１回の財産評価委員会において

審議を経た山林１平方メートル当たりの単価により算定した価格 

市が取得する土地の価格 24,927,642円  

市が譲渡する土地の価格 24,926,764円  

なお、交換差金（878円）については、西武鉄道がこの請求を放棄する

ことで承諾している。 

  (2) 財産評価委員会による評価について 

本件土地交換契約により市が取得する土地及び市が譲渡する土地（以下

第５において「本件土地」という。）の評価に当たっては、公有財産規則

第７条に基づき、財産評価委員会で平成30年４月27日に審議が行われた。

同日の財産評価委員会は、財産条例第９条第７項により会議が成立し、市

が取得する土地（以下「本件取得土地」という。）については第２号議案

として、市が譲渡する土地（以下「本件譲渡土地」という。）については
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第４号議案として、いずれも評価の価格時点を平成 30年４月１日として

運営内規第３条第１項による本件土地に関する不動産鑑定士の不動産鑑

定評価書の鑑定評価額の平方メートル単価に時点修正率を乗じ、運営内

規第４条による端数処理を行い算出した価格を本件土地の価格の原案と

して審議した。 

なお、本件取得土地に係る鑑定評価書は、平成29年 11月 10日等に対象不

動産の確認を行い、価格時点は同年12月１日とし、不動産の種別は林地、

価格の種類は正常価格、依頼の目的は売買（交換）の参考のため、鑑定評

価方式は取引事例比較法による比準価格を求め、公示価格等との均衡に

も留意のうえ、鑑定評価額を決定している。本件譲渡土地に係る鑑定評価

書は、平成28年７月１日に対象不動産の確認を行い、価格時点は同月15日

とし、不動産の種別は山林、価格の種類は正常価格、依頼の目的は交換の

ための参考資料、鑑定評価方式は①取引事例比較法の適用、②転換後造成

後の更地を想定した価格から求めた価格（控除法を適用した控除後価格）、

③収益還元法の適用、④地価公示標準地価格と規準として求めた価格を

それぞれ試算し、②及び③については対象不動産の近隣地域における実

現の可能性から参考価格にとどめることとしたうえで、最近の不動産市

況及び④による地価公示標準値価格を規準とした価格との均衡に特に留

意し、①による比準価格を査定し、ごみの埋立地としての地歴を考慮した

感情的減価による減価率を査定し、鑑定評価額を決定している。その後、

それぞれの鑑定評価書について不動産鑑定士が平成 30年４月１日までの

期間を変動率算定期間として地価変動率に係る意見書により時点修正率

を判定している。 

財産評価委員会は、審議の結果、各議案を原案のとおり決定した。 

なお、時点修正を勘案して10円未満は切り捨てられた。 

第２号議案（市が取得する土地） 

所 在  現 況  地 目  地 積（ ㎡）  
単 価  

（ 円 /㎡ ）  
価 額（ 円）  

長 坂 5丁 目 3346番 1 山 林  山 林  19,010.49 1,140 21,672,000 

長 坂 5丁 目 3355番 の

一 部  
山 林  山 林  2,831.03 1,150 3,255,700 

計    21,841.52 
 

 
24,927,700 
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第４号議案（市が譲渡する土地（普通財産）） 

 

  (3) 市議会への報告について 

平成26年第４回定例会において、本件土地取得及び寄附採納に関する経

緯等について一般報告がなされ、以降、平成27年第４回定例会においては

本件土地取得及び寄附採納に係るスケジュール変更、平成 28年第４回定

例会においては本件土地取得及び寄附採納に係る対象となる土地の変更

並びに土地の交換について一般報告がなされた。そして、平成30年６月定

例議会において、本件土地取得、寄附採納及び交換する土地について、測

量が終了し取得用地の面積が確定したため不動産鑑定を行い、財産評価

委員会に評価を依頼し同委員会の審議の結果、了承された旨の一般報告

がなされた。 

  (4) 本件土地交換契約の成立について 

平成30年９月６日、本件土地の交換について起案され、同月12日、副市

長による決裁が行われた。 

平成30年９月20日、本件土地交換契約を西武鉄道と締結し、同月21日、

所有権移転登記が完了した。 

 

 ２  監査対象部（資源循環部及び財政部）からの請求人の主張に関連した説

明は以下のとおりである。 

（土地取得の経緯については、第４ ２(1)における資源循環部の説明のう

ち、長坂埋立地浄化センターに関連する事項のとおりであり、西武鉄道と

の交渉内容については、第４ ２(2)における資源循環部の説明のうち、長

坂埋立地浄化センターに関連する事項のとおりである。） 

  (1) 本件譲渡土地は中澤不動産鑑定士に鑑定評価書の作成を依頼し、羽田

不動産鑑定事務所に時点修正率に係る意見書の作成を依頼した。本件取

得土地は羽田不動産鑑定事務所に鑑定評価書及び時点修正率に係る意見

書の作成を依頼した。国土交通省の「不動産鑑定評価基準」に則った鑑

定評価書及び時点修正率に関する意見書が提出され、平成30年４月27日

所 在  現 況  地 目  地 積（ ㎡）  
単 価  

（ 円 /㎡ ）  
価 額（ 円）  

長 坂 5丁 目 3341番 2ほ

か  
山 林  山 林ほ か  21,675.45 1,150 24,926,800 
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に開催した財産評価委員会に付議して価格が了承されており、適正な金

額で交換したものである。 

  (2) 平成25年 12月に中澤不動産鑑定士が行ったＡゾーンの鑑定評価書の記

載によれば、ごみ処分場跡地は宅地である。宅地のうち、平坦部分の価

格は㎡あたり7,600円であるが、傾斜がある法地の部分は㎡あたり1,140

円である。一方、Ｂゾーンは、平成28年に本件交換対象市有地の鑑定評

価を同鑑定士に依頼した。同鑑定士は同年７月１日に現地調査を行い、

本件譲渡土地の現況を山林として、鑑定評価書で次のように記載してい

る。 

・「現況は全体として平地に近い緩やかな南傾斜の地勢状の山林で、南側

は緩やかな崖状傾斜面になっている。」 

・「昭和52年から平成５年にかけて不燃ごみ・焼却灰・可燃ごみ等が廃棄

されたのち埋め立てられた土地の一部で、現在は覆土後混植された常

緑広葉樹、落葉広葉樹の高・中・低木が生育し、若木が覆う山林を形

成している。」 

宅地と山林では、当然ながら不動産の経済価値が異なるところである。 

そのため、山林であるＢゾーンの土地をＡゾーンのごみ処分場跡地の

宅地の平坦部分と同じ価値であるとの請求人の主張は根拠がないもので

ある。 

市は、不動産鑑定士に対し、メガソーラー事業予定地であることなど、

本件譲渡土地に関する情報提供を行った。不動産鑑定士は、市からの情

報提供や現地調査等に基づき、「不動産鑑定評価基準」に則り、本件対象

地の「正常価格」を求めている。  

  (3) 本件譲渡土地に係る議案審議を行った財産評価委員会は、平成30年４

月27日に開催され、県職員である委員１名が欠席し、不動産鑑定士３名、

税理士１名の計４名の委員が出席した。 

委員会の運営については、運営内規に基づいている。運営内規におい

て自分自身が鑑定した議案の際に退席するという規定は無く、委員会の

審議結果は、委員の総意によって、運営内規第５条のとおり了承又は不

了承を決定している。また、価格その他議案内容について疑義等があり、

了承又は不了承をその場では決定しがたい場合は、同条の規定により審

議保留となる。 

上記の委員会の構成、運営方法、審議決定方法から、平成30年４月27
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日の財産評価委員会では、適正な審議がなされたうえで了承と決定した

ものである。 

なお、不動産鑑定士は、対象不動産との利害関係の有無や依頼人との

関係の有無を不動産鑑定評価書に明記することと定められており、本件

鑑定評価書中に、対象不動産との直接の利害関係が無いこと、依頼者で

ある横須賀市との関係は財産評価委員会委員 (平成 28年の鑑定評価時点

では委員)であることを明記している。 

  (4) 財産の交換に関し議会の議決を要しない場合として、本市では、財産

条例第２条第１項に掲げる「本市において公用又は公共用に供するため、

他人の所有する財産を必要とするとき（第１号）」については、「価額の

差額が、その高価なものの価額の４分の１を超えるとき、又は当該普通

財産若しくは交換する財産が第８条の規定により議会の議決に付さなけ

ればならない財産に相当するものであるとき（同条第１項ただし書）」を

除き、議会の議決なく他の同一種類の財産と交換することができる。 

本件取得土地は、市が廃棄物処理事業を進めるうえで西武鉄道所有の

土地を必要とするもので同条例第２条第１項第１号に該当する。また、

財産条例第８条に規定する議会の議決に付さなければならない財産は、

予定価格4,000万円以上の土地の買入れ若しくは売払いと定めている。 

請求人が主張するように取得価格と処分価格の差額を「予定価格」と

捉える解釈は成り立たない。 

価格については、同条例第９条により、土地の取得、交換、処分の価

格は財産評価委員会において審議することと定めており、それぞれの価

格は、本件譲渡土地が2,492万 6,800円、本件取得土地が2,492万 7,700円

として、平成30年４月27日の財産評価委員会の審議により了承されてい

る。 

 

 ３  関係人に対する聴取事項 

本件土地交換契約に関し、平成28年７月に本件譲渡土地の不動産鑑定評

価を行い、平成30年４月27日に財産評価委員会委員長として本件譲渡土地

に係る議案を審議した中澤春比古不動産鑑定士に対し、平成31年３月１日

に次の事項について聴取した。 

なお、中澤不動産鑑定士は、平成25年 12月に新ごみ処理施設建設用地（Ａ

ゾーン）の不動産鑑定評価を行っている。  
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  (1)  メガソーラーの設置を予定していることが明らかな場合における鑑定

評価額に与える影響について  

対象不動産（本件譲渡土地）にメガソーラーの設置を予定しているこ

とについて依頼者から説明を受けたが、付加条件に該当するものではな

い。  

公共事業に係わる用地の取得は、「正常価格」によることとされている。

また、公共機関がその不動産を処分する場合も、「正常価格」によること

とされている。  

一般に隣接地の追加取得の典型的なケースとして、隣接地を併せ利用

しないと、接道条件が建築基準に合法的に充足せず建物が建てられない

等の場合に、正常価格を超える取引価額が実現することがあり、鑑定評

価上も「特殊価格」として求める場合もあると思われる。  

本件の場合は、通常の行政財産の取得であるので、「正常価格」を求め

ている。  

  (2) 新ごみ処理施設用地（Ａゾーン）内のごみ処分場跡地の鑑定評価（平成

25年 12月）において、当該土地の種別を「宅地」とした理由について  

鑑定評価上の「宅地」とは、用途上「宅地」として利用される可能性の

ある土地を含め、広義に用いられている。Ａゾーン内のごみ処分場跡地は

見方によって、「雑種地」としてもよかったと思うが、近隣地域の利用状

況・開発状況から判断し、宅地として利用される可能性のある土地と判定

した。  

なお、地目の判定は「現況」を中心に判断するが、名目上の地目によ

り価格が左右されることはない。  

  (3) 処分場として廃止されていない本件譲渡土地の鑑定評価額について 

対象不動産の当時の現況は、表面的には覆土植林されており、埋立後

に植林された木々が生育し、地下のガス抜きパイプが散見される状況で

あった。地勢的条件・街路条件等は優れているが、埋立事業に係わる専

門家の意見を広く聴取し、市場性（限りなく０％に近い）・他用途への

転換可能性（当時の現況ではほとんど不可能）等を考慮すれば、市場性

は極めて低いものとして減価率を判断した。  

  (4) 本件譲渡土地の鑑定評価額が本件取得土地（急傾斜の土地）と同様の評

価となった要因について 

宅地開発の可能性のある山林においては、傾斜角・高低差・進入路など
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宅地化の難易度及びその費用等々別の角度からの検討事項が多岐にわた

るが、三浦半島の山林は、歴史的風土保全地区（鎌倉市）・緑地地区（葉

山町・横須賀市・三浦市）等ほぼ全域で開発が規制されているので、用途

的観点から一様に価値判断されるのが一般である。  

  (5) 財産評価委員会の委員が鑑定評価した案件を財産評価委員会の議案と

して審議することについて 

財産評価委員会で当該委員会メンバーが鑑定評価した案件を審議する

ことはある。ただし、その場合には当該委員は審査には関与しないこと

となっている。  

 

 ４  その他の調査事項 

平成31年２月21日、県不動産鑑定士協会の相談員である不動産鑑定士に

対し、主に市街化調整区域内に存する土地の不動産鑑定評価の観点から、

次の事項について聴取した。  

  (1) 「急傾斜の法面の山林」と「平坦な山林」における評価の差について 

一般的に市街化区域においては、平坦な林地を林地以外のものとする

ための取引における評価額と、そのまま林地や法面としか利用できない

ような急傾斜の林地では価格に相当の差が生じるものと考えられるが、

その程度は一概に言うことはできず、通常何倍くらいの差と言うことは

できないものと考えられる。また、市街化調整区域においては、開発を

規制されていることが多いため評価額に差はないものと考える。 

  (2) 太陽光発電パネル設置を目的とする場合と単なる置き場等の利用を前

提とした評価額との比較について 

太陽光発電パネル設置が最有効使用と認められる場合は、単なる置き

場等の利用を前提とする評価額より高くなることは考えられる。最有効

使用とは、不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用で

あり、現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、良識と通常の使用能力

を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものを

いう。 

  (3) 太陽光発電パネルを設置することが明らかな廃棄物埋立処分場跡地の

土地で現在も浸出水等の管理が必要な場合について 

太陽光発電パネルの設置とは関係なく、土地の評価においては、その

土地から浸出水が出るような場所は、マイナス要因となる。 
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  (4) 固定価格買取制度による太陽光発電パネルを土地の買主が設置するこ

とがあらかじめ分かっていた場合について 

評価は一般的に現況での鑑定評価を行う。太陽光発電パネルを土地の

買主が設置することがあらかじめ分かっていた場合、それを鑑定評価に

加味するかは、不動産鑑定士が鑑定対象地の現地調査などいろいろな調

査を行った上で最有効使用を判断する。必ずしも評価に入れなくても間

違いとは言えないと考える。  
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５ 監査委員の判断 

(1) 判断基準 

普通地方公共団体における財産の取得、管理及び処分は普通地方公共団

体の長が事務を担任するものとされており（地方自治法第149条第６号）、

普通地方公共団体の長が不動産を交換の方法により取得するか否か、ど

の不動産を交換により譲渡するか、交換するための契約を締結するか否

か、その価格をいくらと定めて交換するかについては、当該不動産を取得

する目的やその必要性、契約の内容に影響を及ぼす社会的、経済的要因そ

の他の諸般の事情を総合的に考慮した合理的な裁量に委ねられていると

いうべきである。また、土地の交換については、地方自治法第96条第１項

第６号を受けて、財産条例を定めており、その第２条第１項ただし書は同

条例第８条の規定により財産の取得又は処分に当たって議会の議決に付

さなければならない財産に相当する土地（予定価格4,000万円以上で１件

5,000平方メートル以上のもの）の交換を行う場合には議会の議決を要す

る旨を規定している。 

以上の点を踏まえて、本件土地交換契約の締結については、財産の取得、

管理及び処分に関する権限を有する市長の裁量権の逸脱又は濫用があっ

たか否かについて判断するとともに、本件土地交換契約に係る財務会計

行為に違法性又は不当性があったか否かについて判断する。 

(2) 本件土地交換契約により取得した土地の必要性について 

本件土地取得に至る経緯等によると、本件土地交換契約により取得した

土地については、市が西武鉄道から土地を借用していた長坂埋立地浄化

センター用地周辺を取得し、施設の維持管理や予防保全的な法面管理、安

定的な運用を図るという基本的な目的が背景にあることを踏まえて、廃

棄物処理事業を進める上で土地を取得する必要があるとの判断に至った

ものと思料される。このことについては請求人にも争いはない。 

(3) 本件土地の交換価格の相当性について 

本件土地の交換価格は、平成30年４月27日開催の財産評価委員会におい

て専門的知見を有する不動産鑑定士の算定した鑑定評価額を基に審議を

行い決定された価格によるものである。 

本件土地の交換価格を違法又は著しく不当であると主張する請求人の

根拠は、概ね次の三点に要約される。 

① 本件譲渡土地はもともと昭和 54年に１平方メートル当たり 8,961円で
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購入した土地の一部であるが、市は西武鉄道との密約に基づいて１平方

メートル当たり1,150円と殆ど無価値な傾斜地の山林と同様に、不当に安

く評価してしまった。 

②中澤不動産鑑定士は、平成25年 12月に新ごみ処理工場用地（Ａゾーン）

内の本件譲渡土地と同じごみ処分場跡地である用地（平地、地目は山林）

を「平地の取引事例」を基本として１平方メートル当たり7,600円と評価

したのに、平成28年７月には本件譲渡土地を「傾斜地である山林の取引事

例」を基本として１平方メートル当たり1,190円と評価した。 

③本件譲渡土地については交換後に西武鉄道が制度上最も好条件での売

電が可能な太陽光発電事業地として使用することが明らかだったのに、

市はこの事実を中澤不動産鑑定士に告げず、当該不動産鑑定士も現地調

査をしているにもかかわらず、これを評価に全く反映しなかった。 

 

これらの主張に対する所管部局の説明は、概ね次のように要約される。 

①について 

不動産鑑定士に鑑定等を依頼し、国土交通省の「不動産鑑定評価基準」

に則った鑑定評価額及び時点修正率に関する意見書が提出され、平成 30

年４月 27日に開催した財産評価委員会に付議して価格が了承されており、

適正な金額で交換したものである。 

②について 

平成 25年に中澤不動産鑑定士が行ったＡゾーンの鑑定評価書の記載に

よればごみ処分場跡地は宅地として評価している。宅地のうち平坦部分

は１平方メートル当たり7,600円であるが、傾斜のある法地の部分は山林

として１平方メートル当たり1,140円である。一方、Ｂゾーンは同じ中澤

不動産鑑定士に依頼しているが、同不動産鑑定士は現地調査を行い、本件

譲渡土地の現況を山林として鑑定評価書に次のように記載している。 

・「現況は全体として平地に近い緩やかな南傾斜の地勢状の山林で、南側

は緩やかな崖状傾斜地になっている。」 

・「昭和52年から平成５年にかけて不燃ごみ、焼却灰、可燃ごみ等が廃棄

されたのち埋め立てられた土地の一部で、現在は覆土後混植された常緑

広葉樹、落葉広葉樹の高・中・低木が生育し、若木が覆う山林を形成して

いる。」 

したがって、宅地と山林では、当然ながら不動産の経済価値が異なる。 
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③について 

市は本件土地の市場価格を不動産鑑定士の鑑定評価により求めること

とし、メガソーラー事業予定地であることなど、本件対象地に関する情報

提供は行っている。中澤不動産鑑定士は市からの情報提供や現地調査等

に基づき、「不動産鑑定評価基準」に則り、本件対象地の「正常価格」を

求めている。 

 

また、これらのことについて本件譲渡土地の不動産鑑定評価を行った中

澤不動産鑑定士に見解を求めたところ次のとおり回答を得た。  

・鑑定評価上の「宅地」とは、用途上「宅地」として利用される可能性の

ある土地を含め、広義に用いられている。Ａゾーンのごみ処分場跡地は見

方によって、「雑種地」としてもよかったと思うが、近隣地域の利用状況・

開発状況から判断し、宅地として利用される可能性のある土地と判定し

た。なお、地目の判定は「現況」を中心に判断するが、名目上の地目によ

り価格が左右されることはない。  

・Ｂゾーンのごみ処分場跡地の当時の現況は、表面的には覆土植林されて

いた。埋立後に植林された木々が生育し、地下のガス抜きパイプが散見さ

れる状況だった。地勢的・街路的条件等は優れていたが、埋立事業に係わ

る専門家の意見を広く聴取し、市場性（限りなく０％に近い）・多用途へ

の転換可能性（当時の現況ではほとんど不可能）等を考慮すれば、市場性

は極めて低いものとして減価率を判断した。  

・Ｂゾーンのごみ処分場跡にメガソーラーの設置を予定していることは

依頼者から説明を受けていたが、付加条件に該当するものではないと判

断した。また、公共機関がその不動産を処分する場合は「正常価格」によ

ることとされている。  

・宅地開発の可能性のある山林においては、傾斜角・高低差・進入路など

宅地化の難易度及び費用等々別の角度からの検討事項が多岐にわたるが、

三浦半島の山林は、歴史的風土保全地区（鎌倉市）・緑地地区（葉山町・

横須賀市・三浦市）等ほぼ全域で開発が規制されているので、用途的観点

から一様に価値判断されるのが一般である。  

 

さらに、県不動産鑑定士協会の相談員である不動産鑑定士に見解を求め

たところ次のとおり回答を得た。  
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・一般論として市街化調整区域においては開発を規制されていることが

多いため、「急傾斜の法面の山林」と「平坦な山林」の評価額に差はない

もの考える。  

・太陽光発電パネル設置が最有効使用と認められる場合は、単なる置き場

等の利用を前提とする評価額より高くなることは考えられる。 

・太陽光発電パネルの設置とは関係なく、土地の評価においては、その土

地から浸出水が出るような場所は、マイナス要因となる。 

・評価は一般的に現況での鑑定評価を行う。太陽光発電パネルを土地の買

主が設置することがあらかじめ分かっていた場合でも、本件を鑑定評価

に加味するかは、不動産鑑定士が鑑定対象地の現地調査などいろいろな

調査を行った上で最有効使用を判断する。必ずしも評価に入れなくても

間違いとは言えないと考える。 

 

以上のことを前提に本件土地の交換価格の相当性について判断すると、

市はＡゾーンのごみ処分場跡地は宅地でありＢゾーンのごみ処分場跡地

は山林であるから当然ながら不動産の経済価値が異なると主張するが、

もともとはＡゾーンのごみ処分場跡地も神奈川県知事から森林法上の林

地開発許可（市町村の場合は協議）を受けて処分場としたものであり、埋

立て終了後は林地復元として草木の種子吹付が義務付けられているとこ

ろ、林地開発中であったことによって一見すれば宅地のような形状をし

ていたにしか過ぎない。したがって、一方は宅地で一方は山林だからとい

う所管部局の説明は理由にならない。請求人が主張するように、Ｂゾーン

のごみ処分場跡地の評価額については、Ａゾーンのごみ処分場跡地を基

準とすることに相当性はあると解する。  

しかしながら、Ａゾーンのごみ処分場跡地は外形上は平らな砂利地であ

り、埋立て後の浸出水等の管理を要しない安定型処分場であるのに対し、

本件譲渡土地すなわちＢゾーンのごみ処分場跡地は外形上は緩やかな斜

面の山林であり、埋立て後の浸出水等の管理を必要とする管理型処分場

であって、現在も廃止されていない。このことがどれだけの減価要因にな

るのかについて明確な減価率の確証は得られなかった。また、一般論とし

て、その土地から浸出水が出るような場所は、マイナス要因となるとの県

不動産鑑定士協会の相談員である不動産鑑定士の見解を得た。  

さらに、一般論として開発が規制されている市街化調整区域においては
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「急傾斜地の山林」と「平坦な山林」の間に評価額の差はないというのが

中澤不動産鑑定士と県不動産鑑定士協会の相談員である不動産鑑定士の

見解で一致している。  

また、交換後に西武鉄道が制度上最も好条件での売電が可能な太陽光発

電事業地として使用することが明らかだったのに、市はこの事実を中澤

不動産鑑定士に告げず、中澤不動産鑑定士も現地調査をしているにもか

かわらずこれを評価に全く反映しなかったと請求人は主張しているが、

市は情報を提供したとし、中澤不動産鑑定士はこの情報を聞いていたが

付加条件に該当するものではないと判断したと述べている。県不動産鑑

定士協会の相談員である不動産鑑定士からは太陽光発電パネル設置が最

有効使用と認められる場合は、単なる置き場等の利用を前提とする評価

額より高くなることは考えられるとの見解を得たが、このことを鑑定評

価に加味するかは、不動産鑑定士が鑑定対象地の現地調査などいろいろ

な調査を行った上で最有効使用を判断するので、必ずしも評価に入れな

くても間違いとは言えないとの見解も得た。  

以上のことを総合的に判断すると、本件土地がほぼ等価であるというこ

とに違和感はあるものの、どの程度の鑑定価格にすべきだったかまで断

定することはできず、交換価格が違法又は著しく不当であったとまでは

言えない。 

(4) 財産評価委員会の運営について 

請求人は、本件譲渡土地の不動産鑑定評価を行った中澤不動産鑑定士が

財産評価委員会委員長として自らが鑑定評価した事案に関与したとして、

自分自身が鑑定した平成 30年度評第４号議案の審議の際も、全く退席す

ることなく委員長として、原案どおりの評価額を了承してしまったとし、

不動産の鑑定評価に関する法律等に反し、財産評価委員会の公正らしさ

も侵害する著しく不合理なものであると主張する。 

一方、所管部局は、財産評価委員会の委員が不動産鑑定士として自身が

関与した議案について退席しなければならないとする規定はなく、委員

会の審議結果は、委員の総意によって運営内規第５条のとおり了承又は

不了承を決定しており、鑑定評価書中に対象不動産との直接の利害関係

が無いこと、依頼者である横須賀市との関係は財産評価委員会委員（平成

28年の鑑定評価時点では委員）であることを明記していると説明する。 
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また、財産評価委員会委員長である中澤不動産鑑定士の見解によると、

財産評価委員会で当該委員会メンバーが鑑定評価した案件を審議するこ

とはあるが、その場合には当該委員は審査には関与しないこととなって

いるとのことであった。 

 

以上のことを踏まえ財産評価委員会の運営について判断する。まず、

財産評価委員会に除斥に関する規定はないが、類似の委員会にはすべて

除斥に関する規定があるとまではいえないことを指摘しておかなければ

ならない。次に、請求人が事実証明書として提出した平成30年４月27日

開催の財産評価委員会の議事録である「甲24 財産評価委員会 議事録」

によると、請求人が主張するとおり、中澤委員が退出した旨の記述は見

られないが、本件譲渡土地に係る議案（平成30年度 評  第４号）の審議

に当たり、全ての委員から何ら発言がなかったことも明らかである。中

澤不動産鑑定士は少なくとも委員長としての会議進行は行ったものと思

料されるが、議案の了承又は不了承の決定に際し、影響を及ぼすような

発言はしておらず、鑑定評価書中に、対象不動産との直接の利害関係が

無いこと、依頼者である横須賀市との関係は財産評価委員会委員（平成

28年の鑑定評価時点では委員）であることが明記されていた。これらの

ことを併せ考えれば、財産評価委員会による了承を無効とするほどの不

当な了承であったとまで断言することはできない。 

以上のことから、本件譲渡土地に係る財産評価委員会の審議が違法又

は著しく不当であるとまで結論付けることはできなかった。 

(5) 市議会の議決について 

本件土地交換契約に際し、議会の議決を要するかについて、請求人は、

取得価格と処分価格の差 が 4,000万円以上である市有財産の売却につい

ては、その評価替えの妥当性も含めて財産条例第８条によって市議会の

議決が求められると解されねばならないとの見解を述べた上で、本件土

地交換契約が市議会の議決を欠いている点で、財産条例第８条に違反し、

著しく相当性を逸脱したものであると主張する。 

一方、所管部局による説明によると、土地の交換については、地方自治

法第96条第１項第６号を受けて、財産条例を定めており、その第２条第１

項ただし書は同条例第８条の規定により財産の取得又は処分に当たって

議会の議決に付さなければならない財産に相当する土地（予定価格4,000
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万円以上で１件5,000平方メートル以上のもの）の交換を行う場合には議

会の議決を要する旨を規定している。 

このことを前提に本件土地交換契約についてみると、財産評価委員会に

よる価格決定を経た本件土地交換契約に係る土地については、市が交換

により取得する土地及び市が交換により譲渡する土地のいずれも予定価

格が4,000万円に満たないものであり、財産条例第８条の規定による議会

の議決に付さなければならない財産に相当するものではないため同条例

第２条第１項ただし書の適用はなく議会の議決を要するものではない。 

以上のことから、本件土地の交換に当たり議会の議決が必要であったと

する請求人の主張は、関係条文に照らしても理由がないものであり、請求

人の私見に基づく解釈であって採用することはできない。したがって、市

議会の議決を経ずに行われた本件土地の交換は違法又は不当に当たらな

い。 

(6) 結論 

以上のことから、本件土地交換契約による土地の取得について必要性が

なかったとまでいうことはできず、本件土地の交換価格に関しては譲渡

する土地と取得する土地の価格がほぼ同じということに違和感があるも

のの、覆土後の植林（緑化）や処分場の管理といった複雑な背景から適正

な価格を客観的に示すことはできず、前述の所管部局の説明と関係人ら

の見解が概ね一致していることからすれば、交換価格が違法又は著しく

不当であったと断定するまでの証拠を得るには至らなかった。また、本件

土地交換の決定についても市長の裁量権の逸脱又は濫用があったと認め

るには至らなかった。 

したがって、これらの前提に立つと、財務会計行為そのものに違法又は

不当な点は認められず、いずれも適正に行われたものと解さざるを得な

い。 

以上により、第２請求については、いずれも理由がないものと認めこれ

を棄却する。 

(7) 意見 

ア  本件土地交換契約により長坂埋立地浄化センター周辺土地を取得し

たことにより、長坂埋立地浄化センターの維持管理は行いやすくなり、

予防保全的な法面管理を行うことができるなど安定的な長坂埋立地浄

化センターの運営が期待される。一方で、最終処分場である本件譲渡土
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地からは、これまでに市が埋め立てた廃棄物に起因するメタンガス

や一部基準を超える浸出水が現在も発生し続けており、最終処分場

の廃止の見通しがつかない中、市は、最終処分場設置者として処分場

を廃止するまでは管理をする責任があり、今後も最終処分場への立入り、

試掘等を行わなければならない事態も想定される。  

所管部局の説明によると、最終処分場の敷地の所有権が市に帰属して

いることまでは廃棄物の処理及び清掃に関する法律上求められておら

ず、敷地の所有権の移転も禁止されているわけではないとし、また、最

終処分場の設置者として処分場を廃止するまでは管理する責任がある

ことを西武鉄道に事前に説明し、理解を得ているとするが、本件土地が

転売される事態もないとは言えず、その場合本件土地に何らの権原を持

たないというのは法的安定性に欠けると言わざるを得ない。  

この状況に加えて、本件譲渡土地が造成を経てメガソーラー事業に供

されるようになったことにより、技術的には全ての課題を満たしている

としても、長坂埋立地浄化センターへの流入水質や流入水の量に何らか

の影響が生じてくる可能性が全くないということはできない。 

市長においては、市民生活や生態系に影響が出ないよう、引き続き、

最終処分場及び長坂埋立地浄化センターの管理を適正に行うとともに、

今後の管理に関し必要な事項を協定等として最終処分場の土地所有者

と取り交わすなど明確な責任関係を構築した上で廃棄物処理事業を進

められたい。 

イ 財産評価委員会の運営について、現状の運営内規からすれば、本件譲

渡土地に係る議案（平成30年度 評  第４号）のように、不動産鑑定士と

して鑑定評価に関わった議案に財産評価委員会の委員として審議に加

わることはあり得るところである。一方で、財産評価委員会の審議の了

承又は不了承が委員の総意によるとされているのであれば、不動産鑑定

評価に携わった委員を運用上審議に関わらなくするだけでなく、当該委

員を審議から除斥することを審議上のルールとして明記することが、透

明性、公正性の確保の点からも求められる。 

市長は、財産評価委員会における審議の一層の公正性を確保するため、

財産評価委員会における議案の基となる不動産鑑定評価に携わった委

員を当該議案の審議から除斥することを審議上のルールとして明記す

るよう財産評価委員会とともに取り組まれたい。 


