
阪南市職員等措置請求に係る監査結果

平成30年8月17日に提出された阪南市職員等措置請求書につ

いて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第4項の

規定に基づき監査した結果は、次のとおりである。

記

第1　請求の受理

1　請求受理日

平成30年8月27日

2　請求人

阪南市民1名

3　受理の判断

本件請求は、地方自治法第242条第1項に規定する要件を具

備しているものと認め、受理することとした。

第2　監査の実施

監査にあたっては、請求書の文面、請求人が提出した事実を証

する書面及び請求人の陳述により、請求内容を次のように解し監

査を実施した。

1　監査請求の趣旨

（1）不当に高額な公金の支出

阪南市が、阪南市と顧問契約を交わしている弁護士法人中央総

合法律事務所に対し、本市の財産である旧家電量販店建物等につ
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いて、売却に向けて地権者との権利関係の調整及び建物売却に関

する事務等を行うことを目的として随意契約を結び、756万円

もの高額な着手金を支払ったことは、不当な公金の支出にあたるo

その理由は以下のとおりである。

①弁護士法の改正により、日弁連及び各弁護士会の報酬規定は、

平成16年3月31日をもって廃止され、現在は自由化されてい

る。

②旧報酬規定では認められていなかった報酬の定め方として完

全成功報酬制があるにも関わらず、旧規定の「着手金」と「報酬

金」の委任形態を取った。報酬金は800万円である。

「着手金」のない、「報酬金」のみの委任契約の方が、出費を

抑えられることが充分予見できたにも関わらず、返還が見込めな

い756万円もの着手金を支払ったことは、「阪南市職員服務規

程」第3条に定める「誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行

するよう努めなければならない。」に抵触する。

③弁護士法人中央総合法律事務所には阪南市の顧問弁護士事務

所として、年間108万円の顧問料を支払っている。

旧家電量販店建物の売却実務は阪南市担当部局で行い、必要に

応じ個別案件として、顧問弁護士に相談料を支払った方が、支出

を低く抑えられる。

④高額な着手金756万円の算出根拠が、情報公開請求により開

示された資料の中に存在しない。

⑤委任先の中央総合法律事務所との契約書第6条で、「受任者は、

委任者に対して、本委任業務について随時報告する。」とあるが・

平成29年9月1日から平成30年6月30日の間、存在する報

告書がない。

行政経営室担当者に確認したところ、「年度末（平成31年3

月末）で報告書をいただく予定です。」と無責任極まりない発言

があった。

また、売却に関わる入札条件作成のため、地主との交渉で弁護
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士が同席したのは10回あるが、同席した阪南市総務部担当者に

よる「メモ」しか存在しない。

⑥弁護士による「売却に関する具体的活動」が情報公開請求資料

内にない。

委任契約書第2条（2）建物等売却に関する事務で（a）不動

産業者との仲介契約に関する事務とあるが、それに関する公文書、

活動記録がない。

よって、監査委員は市長に対し、中央総合法律事務所との委任

契約を解約し、成功報酬制に変更するとともに、中央総合法律事

務所に支払った随意契約着手金756万円を返還するよう勧告

することを求める。
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（2）旧家電量販店建物の利活用について、市長並びに担当部課で

ある行政経営室職員の不作為が認められる。

その理由は以下のとおりである。

①既に7，980万円も借地料を支払い、毎月266万円相当の

借地料を払い続けねばならない環境で、P FIの検討を一切せず、

売却のみに拘泥するのは、誠実義務違反である。

平成30年7月18日開示結果では、P FI検討に関する資料

は一切なく、「検討したこともない」「検討する予定もない」と、

行政経営室職員が発言した。

②阪南市議会は、旧・ヤマダ電機建物の売却を「提案」したが、「決

議」ではなく、「意見」として表明したにすぎない。

市長一　並びに担当部局職員は、血税を無駄にしないため、「売

却が不可能」となってから、次の対策を講じるのではなく、P F

I、賃貸、契約破棄等同時進行で一刻も早く対策を講じるべき。

③借地料の値下げ交渉すら実施していない。

④旧ヤマダ電機建物売却に関し、阪南市担当部局が実施したのは、

a．弁護士への委任、b．HP掲載、C．公開入札、d．随意契約のみで、

積極的行動が見られない。
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弁護士は法律のプロであるが、不動産利活用のプロではないo

⑤現桂の借地契約条件のままで、入札者が現れるはずがないo借

地期間は、あと8年である。「調停」に持ち込んででも、「用途変

更」、「借地期間の変更」をしないと、利活用はできないo

よって、監査委員は市長に対し、無駄な借地料を支払い続ける

ことのないよう、地主との借地契約条件の改善を進め、利活用（P

FI、賃貸、売却）がスムーズに運ぶよう、積極的かつ迅速な行

動を取るよう勧告することを求める。

2　監査対象事項

（1）市長が中央総合法律事務所との間で行った平成29年9月5

日付委任契約の締結及び同契約に基づく着手金756万円の支

∴払いが、違法若しくは不当な契約の締結及び違法若しくは不当

な公金の支出であるといえるか。

（2）市長が阪南市の公有財産である旧家電量販店建物について、

善良な管理を怠る事実が存するかどうかo

3　監査対象部局

行政経営室

4　請求人の陳述

地方自治法第242条第6項の規定に基づき、平成30年9月

18日に陳述の機会を設けた。

圏

5　関係書類調査

行政経営室に対し関係書類の提出及び説明を求めたo

第3　監査の結果

監査請求の趣旨に基づき、関係書類をもとに、次のとおり事実

確認を行った。

4

l

l∴∴）

1



堅田
、．ヽ

1　旧家電量販店建物に係る経緯について

阪南市は、市が保有する幼稚園4園と保育所3所の全ての建物

の老朽化が顕著であり、少子化に伴う整理統合や移転も含めた建

て替えまたは大規模改修が急務であると認識するものの、財政状

況が非常に厳しいことから、具体的な改善策を見出せずにいた。

そのような中、ヤマダ電機テックランド阪南店が閉店した。阪

南市は、その場所に市が保有する幼稚園と保育所の全てを統合し

た幼保一元化の施設を開設すれば、問題が解決できると考えた。

阪南市が、「（仮称）阪南市立総合こども館」の整備構想につい

て議会に説明したところ、議会においては整備構想の関連予算が

賛成多数で可決されたが、市内の全小学校区で開催された市民説

明会においては、600名余りの乳幼児を1か所に集めて行う幼

保一元化・一極化への反対の声が多く聞かれた。

また、市民への説明・報告をせずに整備構想を一方的に進めた

市政への不信感から市内各地で反対運動が起こった。その最中に

行われた任期満了に伴う市長選挙では、整備構想に反対を表明し

た候補者が当選したため、市長が交代することとなり、新しい市

長（現市長）の下、・「（仮称）阪南市立総合こども館」整備構想を

再検討することとなった。

阪南市は、旧家電量販店建物を子育て施策に使用する目的で国

からの交付金を受領済みであったため、交付金を返還しない方法

を探り、「地域子育て拠点再構築方針中間とりまとめ（案）」を策

定して議会及び市民に説明したが、旧i家電量販店建物を幼稚園や

保育所に使用することに対する市民の反対は根強く、理解が得ら

れないと判断した議会は、全議員の総意として「旧家電量販店を

子育てに関する施策で活用すべきでない」と市長に申し入れを行

った。

阪南市は、議会の総意で行われた申し入れを重く受け止め、旧

家電量販店を子育て施策に使用しないことを決定した。



旧家電量販店建物に係る時間的経過については、次のとおりで

ある。

平成27年　5月

平成27年12月

平成28年　1月

平成28年　2月

平成28年　3月

平成28年　4月

平成28年10月

平成28年12月

平成29年1月～3月

平成29年4月～5月

平成29年　5月

平成29年　5月

÷ヽ
ヽ、ヽ

記

ヤマダ電機テックランド阪南店閉店

議会に総合こども館構想を説明

広報誌に総合こども館構想を掲載

市内各地で市民説明会を開催

議会が旧家電量販店建物購入費用（3億

8，772万円）ほか関連予算を可決

旧家電量販店土地の借地料（月額2，6

5万9，640円）の支払いを開始

市長選挙で総合こども館構想に反対した

現市長が当選

地域子育て拠点再構築プロジェクトチー

ムを設置

保護者説明会やワークショップを開催

「地域子育て拠点再構築方針中間とりま

とめ（案）」を議会及び市民に報告

旧家電量販店を子育て施策に活用すべき

でないと議会が市長に申し入れ

市長が旧家電量販店を子育て施策に使用

しないことを表明

2　弁護士との委任契約について

（1）阪南市は、旧家電量販店建物の処理方針（案）として4つの

方針を検討した。検討するに当たって阪南市が考えた課題等につ

いては次のとおりである。
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阪南市は、厳しい財政状況を踏まえ、短期的な財政負担の軽減

を考慮して「（D売却」を第一に進めることとし、平成29年7月

31日に開催された議会の子育て拠点整備特別委員会にて、売却

に向けての理解と協力を求めた。

（2）阪南市は、一般競争入札による公売にて旧家電量販店建物の

売却を実施するには、地権者の了解を得た上で、「地権者との既存

契約の変更」、「入札条件の整備」、「売却先の選定」、「落札者との



売買契約の締結」など、いくつかの課題があると考えた。

また、阪南市は、旧家電量販店土地の地権者との既存の契約に

おいて、「本件土地及び本件建物を、阪南市立総合こども館事業実

施のための本件建物及び本件建物の関連設備の敷地として使用し、

その他の目的の用に供しない。（第2条）」「阪南市立総合こども館

事業の変更等により本件土地の使用を要しなくなる場合には、1

2か月分の賃料を支払うことにより、本契約を解約することがで

きる。（第14条）」「本契約が終了したときは、本件建物を収去し、

完全な更地として返還しなければならない。（第15条）」との取

り決めをしていることから、旧家電量販店建物を子育て施策に使

用せず売却することは、契約上問題があると判断したo

その上で、既存契約と不動産売却に関する課題を同時に解決し

ながら，公平性・公正性を担保の土、迅速に建物を売却するには、

市の顧問弁護士事務所である中央総合法律事務所に委託するのが

最善の策であり、地権者との法的課題等の調整と売却に係る包括

的な支援を受けることができると考えた。

（3）一中央総合法律事務所との旧家電量販店建物売却に係る委任契

約を締結するに当たり、同法律事務所が提出した平成29年8月

3日付けの見積書によると、見積り額として、

①着手金：金700万円（消費税別途）・

②報酬金：金800万円（消費税別途）

③実費：現実に要した額

が記載されている。また、委任事務の内容は、次のとおりであるo

÷ヽ
ヽ、ヽ 記

［1］本賃貸借契約に関する事務

本賃貸借契約に関する賃貸人（賃貸人が指示し、または求

める他の会社を含む。）との交渉、調整及び調整に必要と考
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えられる手続

［2］建物等売却に関する事務

（a）不動産業者との仲介契約に関する事務

（b）売却のための入札条件の調整に関する事務

（C）同入札手続の支援に関する事務

（d）譲渡契約書の作成に関する事務

（e）借地権譲渡の承諾に関する事務

［3］前2号に付随し、または関連する事務

肇響
き国

また、着手金・報酬金の算定に当たっては、案件の内容に応じ

て経済的利益を基準に着手金・報酬金を申し受ける場合、業務時

間に応じたタイムチャージによる請求をする場合があること。本

件については定型的な案件でなく、複数の関係者との協議・調整

を前提として種々の業務が想定され業務内容が拡大する可能性が

あるため、現時点において、それぞれの業務について経済的利益

をどのように考え、着手金・報酬金をどのように算定するかにつ

いて一義的に明確とはいえず、想定される作業量の予測が困難と

いう面があるため、経済的利益を基準に着手金・報酬金を算定す

ること”が困難な事案でありタイムチャージとすることが相当な事

案と思料すること。他方で市の予算等の問題があり、着手金・報

酬金を一定額に定めることが望ましいとの要望があるものと理解

しているので、阪南市への出張、関係者との協議・調整、各種契

約書・入札書類の作成など想定される作業量・作業時間等諸般の

事情を考慮して一定額の請求とし、着手金を700万円（消費税

別途）とするが、本件対象の建物の購入価格が約3億9，000

万円であり、着手金の金額はその2％を超えない金額となるため、

中央総合法律事務所の他の案件と比較しても相当な金額と考える

旨の記載がされている。

阪南市は、見積書の内容で市の顧問弁護士事務所である中央総

合法律事務所に業務委託を行いたいと平成29年8月17日に開
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催された子育て拠点整備特別委員会で議会に説明した。

着手金及び報酬金の参考価格として、阪南市が議会に提示した

金額は次のとおりである。

記

①着手金相当　　　756万円（消費税込）

※経済的利益（建物購入価格：約3億9，000万円）×2％

＋369万円→［参考価格：1，240万円程度］

②報酬金相当　　　8－64万円（消費税込）

※経済的利益（建物購入価格：約3億9，000万円）×4％

＋738万円→［参考価格：2，480万円程度］

三軍
ニー、

着手金及び報酬金の参考価格の算出について、旧の日本弁護士

連合会弁護士報酬基準を使用したことについては、同基準をもと

に弁護士報酬が計算されるケースが大半であり、経済的利益には

委任業務である旧家電量販店建物の購入価格を使用したと説明し

た。

また、②報酬金相当については建物を売却できた場合に支払う

もので、建物を収去して本件土地を明け渡すこととなった場合に

は支払う必要がないこと、委任の期間については委任事務が終了

するまでを考えていること、着手金相当は契約後すぐに支払うこ

とを併せて議会に説明した。

議会による関連予算の可決を得て、阪南市建設工事請負業者指

名委員会において審査が行われ、地方自治法施行令第167条の

2第1項第2号の規定による随意契約の委託先を中央総合法律事

務所とすることが決定された。

その後、阪南市は、平成29年9月5日付けで、中央総合法律

事務所と着手金を契約締結後30日以内に支払うことを約した委

任契約を締結した。
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（4）阪南市から旧家電量販店建物の売却に係る業務の委任を受け

た中央総合法律事務所に所属する担当弁護士は、建物売却に向け

て地権者との協議を開始した。

売却に係る地権者の承諾を得た阪南市は、平成30年2月8日

に条件付一般競争入札による公売を実施することとし、担当弁護

士は、入札条件を整備した。

阪南市は、広報はんなん1月号及び市のウェブサイトにて旧家

電量販店建物の売却に係る条件付一般競争入札のお知らせをし、

平成30年1月11日から1月31日まで入札参加の申込みを行

ったが、申込みはなかった。そこで、地権者と再度調整した後、

平成30年4月2日以降、先着順による随意契約の申込み受け付

けを行っている。

担当弁護士は、先着順による随意契約の実施条件の整備を行うと

ともに、平成30年3月17日付け及び平成30年9月25・目付け

の「報告書」を阪南市に提出し、これまでの対応状況と課題や今後

の方針を明らかにしている。また、デベロッパーとの交渉を行い、

阪南帝が把握しているだけで52社と交渉しているが、いまだ売却

には至っていない。

地権者との協議の日程と協議者については、次のとおりである。

二も
「＼＿ヽ

記

平成29年9月12日　［地権者］社長

［阪南市］市長

平成29年10月3日　［地権者］社長

［阪南市］部長

平成29年10月18日［地権者］社長

［阪南市］部長

平成29年11月7日　［地権者］社長

［阪南市］部長

11

外1名

外3名（弁護士含む）

外1名

外2名（弁護士含む）

外1名

外2名（弁護士含む）

外1名

外2名（弁護士含む）



平成29年11月28日［地権者］社長

［阪南市］部長

平成29年12月21日［地権者］社長

［阪南市］理事

平成30年2月21日　［地権者］社長

［阪南市］理事

平成30年3月12日　［地権者］社長

［阪南市］部長

平成30年3月26日　［地権者］社長

［阪南市］部長

平成30年4月6日　　［地権者］社長

［阪南市］部長

平成3＿0年5月31日　［地権者］社長

［阪南市］部長

外1名

外2名（弁護士含む）

外1名

外2名（弁護士含む）

外1名

外2名（弁護士含む）

外1名

外2名（弁護士含む）

外1名

外2名（弁護士含む）

外1名

外3名（弁護士含む）

外1名

外2名（弁護士含む）

∵醍

3　借地料の支払いについて

阪南市は、「（仮称）阪南市立総合こども館」を設置する目的で、

平成28年3月25日付けで旧家電量販店土地の地権者と事業用

定期借地権設定予約契約を締結した。

同契約によると、貸借期間は平成28年4月1日から平成38

年3月31日まで（第3条）、賃料は月額2・659，640円（第

5条）、賃料の支払い方法は年2回で、4月から9月分を4月に、

10月から3月分を10月に、地権者の請求から30日以内に支

払う（第6条）こととなっている。

阪南市は、契約に基づき、平成28年4月分から借地料の支払

いを行っており、平成30年9月分までの累計は79，789・

200円である。

阪南市は、借地料の値下げ交渉について、現時点で値下げ交渉

を行った場合、地権者が行っている他の賃貸借契約に係る借地料

に影響することを想定すべきで、値下げについて地権者の了解を

12
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得ることはできないと判断したと説明している。

第4　判断

以上の監査結果を総合的に考慮して、次のとおり判断する。

1　中央総合法律事務所との委任契約について

（1）阪南市は、旧家電量販店建物売却に係る業務委託に当たり、

市の顧問弁護士事務所である中央総合法律事務所を委託先とし

た特命随意契約を締結した。

その理由として、地権者との調整等において法的根拠を踏ま

えた交渉が必要であり、法務や不動産に関する専門性はもちろ

んのこと阪南市との信頼関係が築かれていなければならないこ

とから、30年以上市との顧問契約をしている中央総合法律事

務所が最も合理的かつ迅速に本業務を遂行できる唯一の法律事

務所であることを挙げている。

かかる理由で随意契約を行うことは、地方自治法施行令及び

阪南市財務規則で認められた行為であることから、違法である

とはいえない。

また、弁護士を通じてデベロッパーとの交渉が可能であると

して、中央総合法律事務所に不動産売却業務をも委任したこと

について、裁量の不合理な行使があったとまでは認められず、

不当とはいえない。

：ヽ
、．ヽ

（2）請求人は当該契約に基づく着手金756万円が不当に高額

である旨を主張する。

弁護士報酬の計算方式としては、主に着手金・報酬金方式に

よるものとタイムチャージ方式によるものがあるが、タイムチ

ャージ方式の場合、その要する費用総額につき目途がないもの

となり、また、総額の上限を合意したとしても委任事務がその

時点で終了していなければ本来の趣旨を達成できないものとな

13



る。

そこで、着手金・報酬金方式が相当な案件といえるが、本案件

では、契約後直ちに関係人との交渉や売却手続きの整備などの委

任事務が発生しており、それらを着手金のない、委任事務の終了

時の成功報酬金のみとする着手金・報酬金方式を採用することは、

委任期間が契約締結日から契約に定める事務が終了したときま

でという、終了までの期間の目途がつかない契約であることを考

えると、着手金の支払いを必要とする点、合理性の認められる契

約であったといえる。

阪南市は、旧の日本弁護士連合会弁護士報酬基準と旧家電量販

店建物の購入価格を使用して算出した参考価格を踏まえ、阪南市

の財政状況を勘案した価格交渉を中央総合法律事務所と行って

いる。＿この点、阪南市と．の借地契約内容の変更については、借地

上の建物の存続に関わるものであり、その経済的利益について、

阪南市が平成28年に購入した価格を借地権価格を含む当該不

動産価格としたことが不合理であるとまではいえないo

中央総合法律事務所からは、市の顧問弁護士事務所であるがゆ

えに阪南市の財政難を理解した上で、着手金として75・6万円の

提示があった。

参考価格の算出方法及び中央総合法律事務所との交渉の結果、

着手金を756万円としたこと、その着手金を適正な契約締結後、

契約に従って支出したことについては違法であるといえないo

また、弁護士費用の合意の経過においても、裁量の不合理な行

使があったとまでは認められず、不当とはいえないo

′

→

〈　　！

、、ヽ

ヽ●ヽ 2　旧家電量販店建物の管理について

請求人は、阪南市が旧家電量販店の有効な利活用をしないで無

駄な借地料を支払い続けており、市長並びに担当職員の不作為が

認められる旨を主張する。

阪南市は、阪南市公有財産規則において、その所管に属する公
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有財産については、財産の効率的な使用及び適切な維持保全に

留意してその善良な管理に努めなければならない（第11条）

としている。

旧家電量販店建物については、子育て施策に関する活用をし

ないことを決定した後、平成29年7月に売却する方針を選択

し、地権者との交渉を経て平成30年1月に入札参加の申込み

が実施されたが、申込みはなかった。

阪南市は、次回入札に向け、担当部署を中心に種々検討は重

ねているが、検討過程の公表は、阪南市に不利益をもたらすこ

とが想定されるため難しいと説明する。

肝心の建物は売却には至らず、借地料の支払いが続いている

ことは事実であるが、上記のとおり、売却に向けた活動は今も

続いており、その義務に反して、違法な不作為があるとまでは

いえない。

この点、請求人は、売却のみに拘泥せず、P FI、賃貸、契

約破棄等同時進行で一刻も早く対策を講じるべきであると主張

するが、そのことは、公有財産の使用、維持保全等に関する阪

南市の裁量の範囲内に関する事柄であり、かかる事柄の検討が

なされていないとしても、公有財産の活用等に関して違法ある

いは不当であるとまではいえない。

第5　結論

よって、本件請求における請求人の主張には理由がないものと

判断する。

第6　意見

今回の旧家電量販店の建物売却に係る委任契約については、賃

貸借契約に関する事務と建物売却に関する事務があるが、常識的

には本来、両者を分離してそれぞれ別の専門の事業者に委任すべ

きであったと考える。
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なぜならば、旧家電量販店の建物の売却は、本市における最重

要課題であり、当然のことながら、その売却は実績のある大手不

動産会社等を対象とし、特命随意契約ではなく、公正性、透明性、

経済性を確保したプロポーザル方式による入札の委任契約の締結

が適正であったと考える。

契約金額については、旧の日本弁護士連合会弁護士報酬基準に

基づく金額より低価格であり、違法、不当とまではいえないが、

市民目線からすれば決して安価とは言い難い。それゆえ、理解と

納得のできる相見積と、算定金額の詳細な根拠づけとなる資料が

必要不可欠と考える。

本市の財政が危機的状況にある現今、旧家電量販店建物の売却

は「待ったなし」である。行政主導のリーダーシップのもと、P

FIの適用、、大手不動産会社との連携等、へあらゆる売却方法を利

活用し、本件の1日も早い解決を望むものである。

終わりに、旧家電量販店建物の売却は今、市民のみなさんの「注

目の的」であり、最大の関心事である。そのため、常に適宜で適

切な情報提供を行い、情報の共有をして、アカウンタピリティ（説

明責任）を果たし、市民のみなさんの理解と納得を得ることが必

要不可欠である。
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