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第１章 調査に至る経緯及び調査の方法 

 

第１ 調査に至る経緯 

猪名川町においては、平成２８年３月策定の猪名川町地域創生総合戦略の重点プロジェ

クトの一つとして「道の駅いながわ機能拡大プロジェクト」を掲げており、以降、現在の

道の駅を移転するための事業が進められてきた。 

令和３年３月１日、道の駅事業を担う事業者を選定するための入札公告が実施され、同

月１２日には、猪名川町議会において、事業用地を猪名川町が取得するための議案が審議

された。当該議案は審議の結果、賛成多数で可決された。 

猪名川町は、事業用地の取得議案が可決されたことを受けて、令和２年度中にすべての

事業用地の取得を完了させたが、その後の令和３年７月９日、唯一の入札事業者であった

事業者が入札辞退届を提出した。これにより、入札事業者が不在となり、同日、入札は中

止となった。 

その後に行われた町長選挙において当選した現町長は、道の駅の移転事業を進めない方

針を表明している。現在、道の駅移転事業の遂行を前提として猪名川町が取得した事業用

地は、具体的な用途が定まらない状態となっており、今後の活用のあり方が検討されてい

る。 

猪名川町長は、行政に対する住民の信頼を得ることを目的として、これまでの道の駅い

ながわ機能拡大プロジェクトの進め方について、第三者の視点で調査及び検証する必要が

あると判断し、令和３年１０月１日、道の駅いながわ機能拡大プロジェクト検証委員会（以

下「検証委員会」という。）を構成する弁護士に対し本調査を委託した。 

 

第２ 調査主体 

本調査は、猪名川町から委託を受けた以下の各弁護士を構成員とする検証委員会によっ

て行われた。 

  弁護士 濱 和哲（共栄法律事務所） 

  弁護士 木虎孝之（清和法律事務所） 

  弁護士 東 尚吾（山口法律会計事務所） 

検証委員会は、本調査を補助する弁護士として、弁護士青木晶子（共栄法律事務所）を

補助者として指名し、共同して調査を行った。 

いずれの弁護士も、本件に関し、調査の支障となるような利害関係は有していない。 

 

第３ 調査目的・調査範囲 

本調査は、道の駅いながわ機能拡大プロジェクト検証委員会設置要綱に基づき、①事業

用地の取得価格、②事業用地の取得時期、並びに①及び②に関連する事項について、調査

及び検証を行うものである。なお、検証委員会は道の駅事業において行われた業務の調査
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及び実態把握を行うことにより、行政に対する住民の信頼を得ることを目的に猪名川町が

設置したものであり（上記設置要綱第１条）、本件に関係した職員等の法的責任を明らか

にすることを目的とするものではない。 

 

第４ 調査方法 

１ 本調査は、検証委員会の各弁護士が町に対し、質問事項を送付し回答を得る方法、本

件に関係した職員等に対し、猪名川町役場内でヒアリングを行う方法、町から開示を受

けた本件に関連する資料を閲覧・精査する方法によって行われた。なお、本報告書では、

第３の調査目的・範囲を踏まえ、法人としての地方公共団体たる猪名川町と、執行機関

である町長及びその補助職員等の主体を含むものとして、総称して「猪名川町」、「町」

との呼称を用いる。ただし、猪名川町議会における議論状況について検討する場面では、

必要に応じて、「執行機関」、「猪名川町議会（又は「議会」）」等と表記する。 

事業用地の取得価格に関する調査の一環として、令和３年１１月２０日、事業用地の

不動産鑑定評価を行った不動産鑑定士に対し、不動産鑑定評価の内容に関するヒアリ

ングを実施した。 

さらに、事業用地の取得価格の妥当性に関する調査のため、検証委員会は、本件と利

害関係のない不動産鑑定士に対し、鑑定とは異なる簡易な手法による、事業用地の価格

調査報告を依頼した。 

 

２ 検証委員会は、以下の日時に開催された（ＷＥＢ開催を含む）。 

  令和３年１０月１３日（水）  第１回検証委員会 

  令和３年１１月２日（火）   第２回検証委員会 

  令和３年１２月８日（水）   第３回検証委員会 

  令和４年１月１４日（金）   第４回検証委員会 

  令和４年２月２２日（火）   第５回検証委員会 

検証委員会による本調査の遂行を補助するため、猪名川町企画総務部企画政策課が

必要な庶務を行った。 

 

３ 検証委員会における会議のほか、検証委員会の各弁護士は、随時必要な意見交換を行

い、ＷＥＢ会議、電話、メール等を活用し、本調査のための検討を進めた。 
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第２章 事実経過 

 

 道の駅いながわ機能拡大プロジェクトにかかる全体の事実経過は、（別紙）にまとめたと

おりである。そのうち、本調査の対象事項（事業用地の取得価格及び取得時期）との関係で

重要であると考えられる事実経過は以下のとおりである。 

 

第１ 道の駅いながわ活性化基本計画の改定 

平成３０年１１月、先に策定された道の駅いながわ活性化基本計画（平成２９年７月版）

を改定した道の駅いながわ活性化基本計画が策定された。改定された基本計画では、事業

スケジュールを以下のように定めていた。 

 ２０１７年～２０２０年度： 

   基本計画の策定（条件整理・現状分析を行い基本計画を策定） 

   用地取得（測量、地権者との交渉を行い用地を取得） 

   ＰＦＩ事業者募集（入札公告を行いＰＦＩ事業者を募集） 

 ２０２１年度： 

   ＰＦＩ事業者決定、契約 

   開発計画に関する協議（実施設計等に基づき開発計画に関する協議） 

 ２０２２年度： 

   開発関係の許可、造成・建築工事着手（道の駅工事） 

 ２０２３年度： 

   工事完了・オープン（道の駅の管理運営） 

 

以上のスケジュールによれば、平成３０年１１月の基本計画の時点においては、ＰＦＩ

事業者を決定する前に用地取得を行うことが予定されていたことになる。 

 

第２ 公共用地補償審査会の開催 

平成３１年１月１５日、公共用地補償審査会が開催され、不動産鑑定士作成の不動産鑑

定評価書（以下、「本件鑑定書」という。）の内容が説明・審議された。議事録においては、

用地取得単価について、審議の結果、県道に接している筆は１８，０００円／㎡、その他

の筆は１４，６００円／㎡とすることの承認を得たとされている。ただし、時点修正をか

けるか否かについての質問があり、これに対しては、「県の基準では１０月１日に時点修

正をかけることとしているが、町が独自で時期について決めてもよいと県に確認している。

時点修正をかける時期については、１０月１日か、年度を超えてからか、地価の変動率に

よって、改めて審査会で決定する」とある。しかし、その後、公共用地補償審査会におい

て、時点修正をかけるか否かの審議はなされていない。 
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第３ いながわ創生対策特別委員会 

令和元年６月４日、いながわ創生対策特別委員会（猪名川町議会委員会条例に基づき設

置された特別委員会）において、道の駅機能拡大プロジェクトの進捗状況等が報告された。

報告では、事業用地の取得に関し、次のような説明がされている。 

 

 「町といたしましては、民間事業者の進出検討リスクを軽減するために、民間事業者

の公募前までには、あらかじめ全地権者の皆様から土地売買に対する同意を得たいと

考えております。同意の形式といたしましては、町と地権者との間で覚書を締結するこ

ととしておりまして、全地権者との間で覚書の締結が完了し、その他の準備が整いまし

たら民間事業者の公募を行いたいと思っております。その後、選定された事業者と事業

に対する基本協定を町との間で締結いたしましたら、並行して地権者との土地売買契

約の締結作業に入りたいと思います。」 

 

以上の説明は、事業を遂行するための前提条件である事業用地の確保ができていない場

合、本事業に進出することを検討する事業者にとっては事業遂行上のリスクになることか

ら、町の側でそのリスクを軽減し多くの事業者の公募への参加を可能とするため、あらか

じめ地権者から土地を取得するための同意を取り付けておくという内容である。 

もっとも、ここでの説明にあるように、町は、公募が行われる前に無条件で土地を取得

するというのではなく、地権者からあらかじめ売買のための同意は取り付けておくが、実

際に土地売買契約を締結するのは、あくまでも、公募により選定された事業者が町と基本

協定を締結した後である、ということが説明されている。 

 

第４ 地権者との覚書の締結 

令和元年６月１１日以降、各地権者との間で事業用地取得のための覚書が取り交わされ

た。覚書においては、地権者が所有する土地の売買にかかる条項のほか、以下の条項が盛

り込まれていた。 

 

 （土地売買契約） 

 第２条 

  甲及び乙は、甲が事業用地に係る全ての土地所有者とその所有に係る土地の売り渡し

に関する覚書の締結を完了し、かつ、甲が本事業の実施にかかる民間事業者の公募を実施

し、甲と民間事業者との間において本事業に関する基本協定が締結された場合にのみ、速

やかに、本件土地に関する土地売買契約の締結作業に移行するものとする。 

 （覚書の解除等） 

 第５条 

  甲は、事業用地に係る全ての土地所有者とその所有に係る土地の売り渡しに関する覚
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書が締結できない場合、又は、甲が本事業の実施にかかる民間事業者の公募を実施し、甲

と民間事業者との間において本事業に関する基本協定が締結できない場合、甲は、本覚書

を解除することができる。これらの場合、故意又は重過失のある場合を除き、甲は一切の

損害賠償責任を負わない。 

 （なお、覚書において、甲は町、乙は地権者をさす。以下同様） 

 

第２条の規定は、令和元年６月４日開催のいながわ創生対策特別委員会において説明さ

れた内容と符合するものである。 

各地権者との間では、同一内容の覚書の取り交わしが順次進められ、令和元年１２月２

３日までにすべての地権者との覚書の締結が完了した。 

また、地権者との覚書締結にあわせて、各地権者から猪名川町に対しては、「事業関係用

地個人別調書」が提出されていた。事業関係用地個人別調書には、各地権者が町に売却す

る土地の所在地、地目、買収対象面積のほか、単価と土地代金が明記されており、当該地

権者に対し支払うこととなる売買代金（土地及び物件補償費の合計額）も明記されていた。 

 

第５ 猪名川町道の駅整備事業／実施方針と公募の延期 

令和２年１月２２日、猪名川町は道の駅整備事業にかかる実施方針を作成し、公表した。 

このうち、「第１章 特定事業の選定に関する事項」「１．事業内容に関する事項」「（６）

土地の取得に関する事項」には、「事業用地のうち、民有地は事業契約締結前までに売買契

約予定」と明記されていた。 

また、同年２月２５日、事業用地の取得にかかる用地購入費を含む令和２年度猪名川町

一般会計予算（案）が３月議会定例会に提出され、採決の結果、賛成多数で可決された。 

しかし、このころから新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する状況となったことか

ら、令和２年５月８日、猪名川町はＰＦＩ事業者の公募の延期を発表した。 

 

第６ 第２回地権者説明会の実施 

令和２年１１月１３日、猪名川町立中央公民館において、第２回地権者説明会が実施さ

れた。地権者等の出席が１０名あり、猪名川町からは、副町長、地域振興部長、建設課主

幹、担当課である産業労働課各担当者が出席した。 

説明会においては、冒頭の副町長挨拶において、副町長は、「今後、私どもが、進めてお

ります事業につきまして、今後のスケジュール、或いはその内容について説明をさせてい

ただきたいというふうに思っておりますが、今年度、用地買収経費を予算を、これは今年

の３月議会定例会において可決承認をいただきましたので、この執行については、今年度

の予算の中で執行していきたい。これについては、揺るぎない計画として持っております。

したがいまして、これから、それぞれのところで、個別に売買の契約をさせていただいて、

そしてまた仮契約をさせていただきましたら、３月議会の定例会におきまして、議会の同
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意という議決を伴いますので、議決を経た後に、不動産登記の所有権移転登記をさせてい

ただいて、今年度予算を、少し年度を跨ることになろうかと思いますが、最終的には、４

月、５月ということで、非常にややこしいですけど、今年度の予算は、５月末までに支払

いをしなければならないということがございますので、その範囲内で、全ての契約された

方については今年度予算の中での執行ということで、お支払いをさせていただくというス

ケジュールで考えております」として、令和２年度予算の執行で行うことを強調した説明

がされている。 

また、「事業者が決まらなかった場合はどうなるのか」という地権者の質問に対して、副

町長は、「道の駅の移設というのはゆるぎない計画であると考えていますので、例えば、募

集をしたが、コロナもあって１社も手が挙がらなかったとしても、事業をやめるというも

のではなく、用地についても、事業者が決定してから購入させていただくとしていたが、

今年度中に予算を執行するためには、いつまでもズルズル伸ばすというのもいけないとい

うことで、用地買収だけは先に進めさせていただきたいという話をさせていただいておる

訳ですが、道の駅自体は、揺るぎない計画と考えておりますので、今回、１社もなければ

次のステップで検討するということになりますので、用地については、予定どおり今年度

購入させていただくということで進めていこうと考えております。」と回答し、また、「土

地は買ったが事業者が決まらない場合はどうなるか」との重ねての質問に対しても、１社

も挙がらないような状態にはしたくないと考えているが、最悪の場合は次のステップで新

たな事業者を探していく旨を回答している。 

 

第７ 変更合意書及び土地売買仮契約の締結 

各地権者との間では事業用地取得に関する覚書が締結されていたが、その後、令和３年

１月２５日付けで、覚書の内容を修正する変更合意書が締結された。 

変更合意書は、覚書のうち第２条（全ての土地所有者との覚書の締結が完了し、かつ、

民間事業者との間で基本協定が締結されたことを売買契約の締結作業に移行するための

条件とする旨の条項）、及び第５条（全ての土地所有者との間で覚書が締結できない場合、

又は、基本協定が締結できない場合の町の解除権を定めた条項）を修正するものであり、

修正後の条項は以下のとおりとされた。 

 

（土地売買契約） 

第２条 

甲及び乙は、甲が事業用地に係る全ての土地所有者とその所有に係る土地の売り渡しに

関する覚書の締結を完了した場合、本件土地に関する土地売買契約の締結作業に移行する

ものとする。 

（覚書の解除等） 

第５条 
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甲は、事業用地に係る全ての土地所有者とその所有に係る土地の売り渡しに関する覚書

が締結できない場合、甲は、本覚書を解除することができる。これらの場合、故意又は重過

失のある場合を除き、甲は一切の損害賠償責任を負わない。 

 

変更合意書を締結した時点において、すでにすべての地権者との間で覚書の締結は完了

しているから、変更合意書の締結により、猪名川町は用地取得のための売買契約の締結を

進めることとなり、また町が覚書を解除することもできないこととなった。 

その後、令和３年２月１６日付けで、各地権者との間で土地売買仮契約が締結された。 

土地売買仮契約においては、売買代金の支払に関する条項、土地を令和３年３月３１日

までに引き渡す旨の条項が明記されており、用地取得に関し猪名川町議会の議決を経た場

合には正式な売買契約書となる旨も規定されていた（第１１条）。 

 

第１１条 

 この契約は、猪名川町議会の議決を経た後、本契約となるものとする。この場合におい

てこの契約書は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第５項に基づく契約書

となるものとする。 

 

後述するとおり、令和３年３月１２日、猪名川町議会において用地取得にかかる議案が

可決されたことにより、各地権者との間で締結した土地売買仮契約が本契約となった。 

 

第８ 実施方針（改訂版）の公表及び入札公告 

地域振興部産業労働課は、令和３年２月１９日付けの行政報告において、道の駅機能拡

大プロジェクトに関し、温浴施設については経営見通しが困難とされたことから施設機能

を見直すこととしたこと、見直しに伴い総事業費が３７億３８００万４０００円から、２

４億７１１０万円に減額となる見通しであることを報告した。しかし、行政報告において

は、地権者との間で変更合意書を締結し、用地取得を先行する手続を進めていることの報

告はなされていなかった。 

令和３年２月２２日、猪名川町は実施方針の改訂版を公表した。ここでは、「第１章 特

定事業の選定に関する事項」「１．事業内容に関する事項」のうち「（７）土地の取得に関

する事項」について、「事業用地のうち、民有地は令和２年度末までに売買契約締結予定」

と記載されていた。 

また、令和３年３月１日には、事業者を選定するための入札公告が行われ、入札説明書

も公表されたが、入札説明書においても、「事業用地のうち、民有地は令和２年度末までに

売買契約締結予定」と記載されていた。 
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第９ 土地の取得に関する議決 

猪名川町長が令和３年３月１２日に提出した本事業用地の取得に関する議案（議案第２

９号）につき、猪名川町議会において審議が行われた。出席議員は１５名（１名欠席）で

あった。 

議員からは、入札不調や入札不落となった場合、どう対応するのかとの質問があったが、

これに対し、地域振興部長は、「この事業スケジュールにつきましては、既に行政報告等で

お示ししておるとおりでございますが、１次募集始めまして、１次募集があり、２次募集

というふうになっていきますが、恐らくといいますか、この事業に応募いただける事業者

様、それは今、アンケート調査などで過去にやり取りをしておりましたが、そういった事

業者の方が手を挙げていただけると。それも１社、２社ではなくて数社、手を挙げていた

だくというような確認もさせていただく中で、今回、事業者募集という形を取らせていた

だいております。また、もし事業者が誰も手を挙げなかったらどうするのかというような

ご質問だと思うんですが、そのような事態がないように取り組んでおります」と回答した。 

また、他の議員からは、事業者が見つからなかった場合の買戻し条項は盛り込まれるの

かとの質問に対しては、地域振興部長は、「そういった条項は盛り込む予定はございませ

ん」と回答している。 

その後、賛成の立場、反対の立場それぞれから討論があり、採決がされた結果、議案は

原案どおりの内容で可決（賛成９名、反対５名）された。 

これにより、各地権者との売買契約仮契約は本契約となった。 

 

第１０ 入札手続の中止 

令和３年３月１日付けで公告されていた「猪名川町道の駅整備事業」に対しては、同年

５月７日に１グループの入札参加資格を確認していたが、同年７月９日、当該グループか

ら入札辞退届が提出された。入札辞退届には、参加を辞退する理由としては、「今回の事業

について社内で検討を進めた結果、今般は辞退させて頂きます」とされていた。 

猪名川町は、同日、公告第２９号により入札の中止を、役場の掲示板に掲示する方法で

公告した。 
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第３章 調査の結果 

 

第１ 事業用地を先行取得したことについての調査結果 

１ 事業用地の取得と事業者の公募にかかる事実経緯の概要 

本件において、道の駅事業にかかる事業者選定前に、町は、町議会の議決を経て、地権

者から事業用地を取得している。その取得時期に関連して、第２章事実経過記載の事実を

含め、以下の事実が認められる。 

 

(1) 町は、平成２９年７月に「道の駅いながわ活性化基本計画（平成２９年７月版）」

を策定した。この時点では、民間事業者を決定する前に事業用地を取得することを

前提とする事業スケジュールとされていた。 

 

(2) その後、町は、平成２９年１０月から平成３０年１月にかけて「道の駅いながわ

活性化基本計画（平成２９年７月版）」をもとに民間事業者からのヒアリング（基本

計画に対する意見交換、進出意向調査）を実施するとともに、平成３０年７月には

マーケットサウンディング調査（民間事業者への説明会の開催、個別ヒアリング）

を実施し、民間事業者の参入動向についての調査を行った。 

この結果、内容次第とする留保を付けた事業者も含め、「参入したいと考えている」

と回答した事業者が４社、「条件次第で参入について検討する」と回答した事業者が

４社という状況であった。 

 

(3) 町は、平成３０年１１月、「道の駅いながわ活性化基本計画（平成３０年１１月版）」

を策定した（平成２９年７月版からの主な変更点として、温浴施設を追加した。）。

ここでも、民間事業者を決定する前に事業用地を取得することを前提とした事業ス

ケジュールとされていた（第２章第１）。 

 

(4) 令和元年６月４日、いながわ創生対策特別委員会において、道の駅機能拡大プロ

ジェクトの進捗状況等が報告された。そこでは、事業を遂行するための前提条件で

ある事業用地の確保ができていない場合、本事業に進出することを検討する事業者

にとっては事業遂行上のリスクになることから、町の側でそのリスクを軽減し多く

の事業者の公募への参加を可能とするため、あらかじめ地権者から土地を取得する

ための同意を取り付けておくという趣旨で覚書を締結するという説明がされている。

これと同時に、事業者の公募が行われる前に無条件で土地を取得するというのでは

なく、地権者からあらかじめ売買のための同意は取り付けておくが、実際に土地売

買契約を締結するのは、あくまでも、公募により選定された事業者が町と基本協定

を締結した後である、ということが説明されている（第２章第３）。 
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(5) 令和元年６月１１日以降、町は各地権者との間で事業用地取得のために覚書を取

り交わし、同年１２月２３日までにすべての地権者との間で覚書の締結が完了した。

覚書には、①全ての地権者との覚書の締結が完了し、かつ、民間事業者との間で基

本協定が締結された場合にのみ、事業用地に関する土地売買契約の締結作業に移行

する旨の条項（第２条）、②すべての地権者との間で覚書が締結できない場合、又は、

民間事業者との間で基本協定が締結できない場合の町の解除権を定めた条項（第５

条）が含まれていた。覚書の締結と同時に、町はすべての地権者から、土地売買単

価及び対象面積並びにこれらをもとに算定される土地代金が明記された「個人別調

書」に対し署名押印を得ていた（第２章第４）。 

 

(6) 町は、令和２年１月に、「猪名川町道の駅整備事業 実施方針」、「猪名川町道の駅

整備事業業務要求水準書（案）」を公表した（第２章第５）。 

そこでは、次の事業者募集・選定スケジュールが示されていた。また、事業用地

は事業契約締結前までに売買契約予定とされていた。 

 

日程、期間(予定) 内容 

令和２年１月２２日（水） 実施方針、業務要求水準書(案)の公表 

令和２年１月２２日（水）～２

月５日（水） 

実施方針、要求水準書(案)に関する質問・意見の受

付 

令和２年２月２８日（金） 実施方針等に関する質問・意見への回答公表 

令和２年４月下旬 特定事業の選定 

令和２年５月上旬 入札公告・入札説明書等の公表 

令和２年５月中旬 入札説明書等に関する説明会、現地説明会 

令和２年５月下旬 一次審査書類等に関する質問の受付 

令和２年５月下旬～６月上旬 二次審査書類等に関する質問の受付 

令和２年６月中旬 一次審査書類等に関する質問への回答公表 

令和２年６月下旬 一次審査書類受付 

令和２年７月上旬 一次審査結果通知 

令和２年７月上旬 二次審査書類等に関する質問への回答公表 

令和２年９月上旬 二次審査書類受付 

令和２年１０月下旬 二次審査(プレゼンテーション・ヒアリング) 

令和２年１１月上旬 落札者決定、公表 

令和２年１１月上旬 基本協定締結 

令和３年３月下旬 仮契約締結 
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令和３年６月下旬 事業契約締結 

 

(7) 令和２年４月７日、兵庫県域を含む地域において、新型コロナウイルス感染症の

まん延に伴う緊急事態宣言が発令された。 

町は、令和２年５月８日、当初予定していた４月下旬の特定事業の選定及び５月

上旬の入札公告・入札説明書等の公表等のスケジュールを延期することを公表した

（第２章第５）。 

 

(8) 町は、令和２年１１月、新型コロナウイルス感染症の影響等に伴う事業内容や条

件見直しの必要性の把握を目的として、過去のサウンディング調査等に協力した企

業をはじめ、町が任意に選別した企業２０社を対象にアンケート調査を実施し、そ

のうち１１社から回答を得た。 

その回答結果は、集計されたうえ、次のとおり、令和３年２月１９日に行政報告

として猪名川町議会に報告されている。 

 

【集計結果】 

 

選択肢 回答数 

①新型コロナウイルスの影響に関わらず、参加の意向なし ０社 

②参加を検討していたが、新型コロナウイルスの影響により、事業の条件を満たすこ

とができず参加困難（事業の条件が緩和されたら参加する可能性はある） 

４社 

③参加を検討していたが、新型コロナウイルスの影響により、現在は参加困難（募集

が延期されたら参加する可能性はある） 

０社 

 

④新型コロナウイルスの影響に関わらず、参加する方針で検討を進めている。 ２社 

⑤その他 ３社 

※回答のあった１１社のうち、複数回答をした１社と回答なしの１社を除く９社を対象に集計 

 

【自由意見】 

・温浴施設の運営事業者の経営低迷や温浴施設に対する需要低下を懸念し、道の駅の施設から温浴

施設の除外を求める意見が多数（４社）。 

・農園やアスレチック施設、キャンプ場等の密にならない屋外施設の導入意見あり。（２社） 

・納付金・賃料の減額を求める意見（２社）、農産物直売に係る販売手数料を高くする等の意見（２

社）など、減少する収益確保への条件見直し要望も確認。 

・その他、新型コロナウイルス感染症拡大など、不測の事態における対応の明確化、ＤＢＯ方式導

入の検討などを求める意見等。 
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なお、新型コロナウイルス感染症の影響について、「④新型コロナウイルスの影響

に関わらず、参加する方針で検討を進めている」との回答として集計された事業者

の回答内容は、Ｘ社（選択番号④、選択理由：直売所のカテゴリーは影響を受けづ

らい状況にあり、参加意思は変わらない。）、Ｙ社（選択番号④、選択理由：設計企

業（協力企業）としての参加を想定しているため。）というものであった。この選択

理由は議会には報告されていない。 

 

(9) 町は、令和３年１月２５日付けで、地権者との間で覚書の内容を修正する変更合

意書を締結した。変更合意書は、覚書のうち「民間事業者との間で基本協定が締結

されたことを売買契約の締結作業に移行するための条件とする旨の条項」、及び、「基

本協定が締結できない場合の町の解除権を定めた条項」を削除するものであった（第

２章第７）。 

 

(10) 町は、令和３年２月１６日付けで、各地権者との間で土地売買仮契約を締結した

（第２章第７）。 

 

(11) 町は、令和３年２月２２日、「猪名川町道の駅整備事業 実施方針 改訂版」及

び「猪名川町道の駅整備事業業務要求水準書（案）改訂版」を公表した（第２章８）。

主たる改訂点として、温浴施設については施設機能を見直すこととし、見直しに伴い

総事業費が３７億３８００万４０００円から、２４億７１１０万円に減額となるこ

とが見込まれるものとなった。 

そこでは、以下の事業者募集・選定スケジュールが示されていた。また、事業用

地取得時期に関しては、令和２年度末までに売買契約締結予定とされた。 

 

日程、期間(予定) 内容 

令和２年１月２２日（水） 【終了】実施方針、業務要求水準書(案)の公表 

令和２年１月２２日（水）～２

月５日（水） 

【終了】実施方針、要求水準書(案)に関する質問・意

見の受付 

令和２年２月２８日（金） 【終了】実施方針等に関する質問・意見への回答公表 

令和３年２月２２日（月） 実施方針(改訂版)、業務要求水準書(改訂版)(案)の公

表 

表表 令和３年２月２５日（木） 特定事業の選定 

令和３年３月１日（月） 入札公告・入札説明書等の公表 

令和３年３月１日（月）～３月

１９日（金） 

～３月 １９ 日（金） 

第一次(資格)審査に関する質問の受付 
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令和３年３月１日（月）～４月

１６日（金） 
第二次(提案書)審査に関する質問の受付 

令和３年４月９日（金） 第一次(資格)審査に関する質問への回答公表 

令和３年４月１２日（月）～４

月２３日（金） 

～４月 ２３ 日（金） 

第一次(資格)審査書類受付 

令和３年５月７日（金） 第一次(資格)審査結果通知発送 

令和３年５月１０日（月）～５

月１１日（火） 
個別対話申込受付 

令和３年５月１４日（金） 第二次(提案書)審査に関する質問への回答公表 

令和３年５月１７日（月）～５

月１８日（火） 
個別対話 

令和３年７月５日（月）～７月

９日（金） 
第二次(提案書)審査書類受付 

令和３年８月下旬 第二次審査(プレゼンテーション・ヒアリング) 

令和３年８月下旬 落札者の決定、公表 

令和３年１０月上旬 基本協定締結 

令和４年１月下旬 仮契約締結 

令和４年３月下旬 事業契約締結 

 

(12) 町は、令和３年３月１日付けで「猪名川町道の駅整備事業」入札手続について公

告し入札説明書等を公表した（第２章第１０）。 

 

(13) 令和３年３月１２日、猪名川町議会に事業用地取得にかかる議案が上程され、賛

成多数（賛成９名、反対５名）で可決された。このことにより、各地権者との間で

締結した土地売買仮契約が本契約となった（第２章第９）。 

その後、町は所有権移転登記を完了し、令和３年３月２４日までに事業用地の地

権者に対し売買代金をすべて支払った。 

 

(14) 令和３年３月１日付け公告にかかる「猪名川町道の駅整備事業」入札手続に対し、

令和３年５月時点で１グループにつき入札参加資格が確認されていたが、同年７月

９日、当該グループから入札辞退届が提出された。 

そのため、町は、同日、役場の掲示板に掲示する方法で入札の中止を公告した（第

２章第１０）。 

その後、入札中止の事実は、７月１９日に行政報告として議会へ報告された。 
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２ 事業実現の見通しを持たないまま事業用地を先行取得したという事情の有無 

(1) 検証にあたっての視点 

本件では、上述のとおり、事業者の公募のため令和３年３月１日付けで公告され

た入札手続が中止となっていることから、町は道の駅事業について実現の見通しを

持たないまま事業用地取得を先行し、結果として、先行取得した事業用地が無駄に

なったのではないかとの批判がある。そこで、町が、道の駅事業の実現可能性につ

いて見通しを持たないまま事業用地を先行取得したという事情があるかを検証する。 

この観点から、事業用地を取得した後、道の駅事業が実現しない場合としては、

次の①②が考えられる。 

① 法令上の障害 

法令上（都市計画法、農地法等）の規制により、想定している本件道の駅事

業が実施できない場合 

② 事業実施上の障害 

ＰＦＩ方式により、民間事業者に整備運営を委託することを想定している

本件道の駅事業において、整備主体、運営主体となる民間事業者が現実的に存

在しない場合 

 

(2) 本件に関する検証 

ア 法令上の障害 

(ｱ) 事業予定地は都市計画法上の市街化調整区域（用途無指定）に位置している 

（令和３年２月２２日付「実施方針（改訂版）」２０頁）。 

この点、町に対するヒアリングによれば、町では、「地区計画（都市計画法第

１２条の４第１項第１号）」の決定を予定しており、かかる地区計画の決定に基

づき、立地基準を充足し開発許可を取得する予定であり（都市計画法第３４条

第１０号）、そのための県との間での協議は調っていたとのことである。実際に

も、地区計画の素案が作成されていたことは確認できており、このことは町の

説明に沿うものである。 

 

(ｲ) 事業予定地は、現況農地であるから（「実施方針（改訂版）」２０頁）、農地法

の規制の対象となる。 

この点、町に対するヒアリングによれば、町では、県との協議を経て、道の

駅事業実施については、農地法第５条第１項の許可を要しないことの確認を得

ていた。 

 

(ｳ) 事業予定地は、文化財保護法第９３条に規定される周知の埋蔵文化財の包蔵

地（貝塚、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地）
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に該当する。そのため、町が確認調査を実施することが予定されており、町の

発掘調査の結果により、埋蔵文化財の処理・保存・法令手続・調査が必要な場

合には、これらは町の費用負担のもとで実施するものとされていた（「実施方針

（改訂版）」２０頁）。 

この点、町に対するヒアリングによれば、埋蔵文化財の存在が確認された場

合でも、施設の配置計画の見直しなどの方法によって埋蔵文化財を保存する方

法があるとのことである。また、現状のまま保存できない埋蔵文化財について

は記録保存をする方法もあるから、埋蔵文化財が存在する可能性（事業対象地

が埋蔵文化財包蔵地であること）は、直ちに道の駅事業の実施可能性を否定す

る事情とはならないと考えられる。 

 

(ｴ) また、事業予定地は、水防法（平成２７年７月改正）に基づき県が作成した

洪水浸水想定区域図（想定最大規模（１／１０００年以上確率の降雨））及び猪

名川町防災マップにおける浸水想定区域として、０．５ｍ未満及び０．５～３．

０ｍ未満に指定された区域（※事業用地の平均想定浸水深は約０．９ｍ）とさ

れている（「実施方針（改訂版）」２０頁）。 

この点について、町は、事業者に対し、県道１２号（川西篠山線）の道路高

と同等の地盤高になるよう造成し、必要な排水勾配を確保した地盤高とするこ

とを求めることにより対応することとしていた。 

 

(ｵ) これらのことからすれば、法令上（都市計画法、農地法等）の規制により、

町の想定している道の駅事業が実施できるかを確認しないまま事業用地を取得

したとの事情は認められない。 

 

イ 事業実施上の障害 

(ｱ) 上述のとおり、民間事業者を公募する入札手続（令和３年３月１日公告）は、

入札参加を表明していた１グループの事業者から入札辞退の届け出がなされた

ことにより中止となっている。 

 

(ｲ) 一般論として、公共事業において、様々な事情により入札手続が成立しなか

った場合、入札条件などを再度見直し、改めて入札手続をやり直すことは、あ

りうることである。 

また、道の駅事業の実施のためには、施設の整備、維持管理、運営の各段階

を民間事業者に請け負わせることとなるが、国内において、施設の整備、維持

管理、運営の各役務を提供する事業者がおよそ存在しないということはない。

もっとも、本件は、ＰＦＩ法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の
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促進に関する法律）第１４条第１項に基づき、民間事業者が施設整備を行った

後、町に施設（子育て支援センターを除く）の所有権を移転し、維持管理業務・

運営業務を遂行する方式（ＢＴＯ方式）を基本とし、子育て支援センターは、

事業者が施設整備を行った後、町に所有権を移転し、町が維持管理業務・運営

業務を遂行する方式（ＢＴ方式）を前提とする事業方式を予定していた（「実施

方針（改訂版）」４頁）。そのため、施設の整備等をまとめて担う事業者（ＪＶ）

に発注することを想定していたことから、施設の整備、維持管理、運営をそれ

ぞれ単体で発注する場合よりも、入札手続が成立する難易度は高い側面があっ

た。 

ただし、ＰＦＩ事業においても、当初の入札は成立しなかったが、再度入札

をやり直した他の事例として、町担当課が具体的に把握しているものとしては、

次のような事例がある（町担当課によれば、こういった事例は無数に存在し、

以下はその一部の例である。）。 

（大阪市）天保山客船ターミナル整備事業等ＰＦＩ事業 

（横浜市）本牧市民プール再整備事業 

（愛知県豊橋市）北部学校給食共同調理場整備・運営事業 

なお、大阪市天保山客船ターミナル整備事業等ＰＦＩ事業については、特定

事業を取り消した後、方針を見直して、特定事業を再度選定・再入札し、事業

者決定をしている事例である。 

 

(ｳ) 町では、令和２年１１月に新型コロナウイルス感染症の影響等に伴う事業内

容や条件見直しの必要性を把握するため、民間事業者に対しアンケートを実施

しているところ、参加を検討していたが、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、事業の条件を満たすことができず参加困難であるものの、事業の条件が

緩和されたら参加する可能性はあるという事業者が複数存在することが確認で

きる状況であった。 

令和３年３月１日公告の入札手続において、入札参加表明があったグループ

については、第一次入札参加資格が確認され、当該事業者との間で令和３年５

月１８日に個別対話を実施し、当該事業者からは第二次審査に関する質問とし

て７２項目にわたる質問が提出されている事実も認められる。これらの事実か

らすれば、当該グループは、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、最終的

には経営判断として道の駅事業から撤退するという判断をしているが、事業へ

の参画についてはぎりぎりまで模索されていたように思われる。当該グループ

の撤退の判断は、新型コロナウイルス感染症のまん延の収束が見通せなかった

ことに影響を受けた可能性は否定できず、新型コロナウイルス感染症が収束す

れば、事業見通しが立てやすくなり、改めて参入するとの判断が行われた可能
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性がある。 

また、事業者アンケートでは、温浴施設の経営見通しに厳しい意見が寄せら

れていたことをうけ、町では、温浴施設については施設機能を見直す等の事業

内容の見直しを行っているが、さらに事業者にとって参画しやすい事業条件が

設定されれば、事業者の参画の可能性は一層高まったといえる。ただし、民間

事業者にとって参画しやすい条件の中には、施設計画の見直しや、運営期間の

長期化など直接的な町のコスト負担に直結しない方策もあるが、他方で、当初

の想定よりも町のコスト負担が増大する方策も想定されることには留意が必要

である（当時の町のコスト見通しの甘さを指摘して、道の駅事業に反対する立

場の主張は、後者の場合を想定したものと考えられる。）。 

 

(ｴ) 他の事例において再入札により事業が遂行されている事例が存在すること

や、本件においては、新型コロナウイルス感染症のまん延という社会環境下で

の入札であったこと、入札辞退届を提出した事業者もぎりぎりまで入札可能性

を模索していたと考えられること、さらなる事業内容の見直しの余地もありう

ることも踏まえると、令和３年３月１日付公告にかかる入札手続が成立しなか

ったことをもって、直ちに本件道の駅事業にかかるＰＦＩ事業の実施がおよそ

不可能となったとの評価には結びつかないというべきである。 

したがって、検証委員会としては、道の駅事業について事業実施上の実現可

能性について十分な見通しを持たないまま、事業用地の取得を先行したと評価

することは妥当ではないと考える。 

   

３ 民間事業者決定に先行して事業用地取得を行うという判断に対する評価 

(1) 検証にあたっての視点 

町では、令和元年１２月中に、すべての地権者との間で土地の取得に関する覚書

の取り交わしを完了していた。覚書には、①すべての地権者との覚書の締結が完了

し、かつ、民間事業者との間で基本協定が締結された場合にのみ、事業用地に関す

る土地売買契約の締結作業に移行する旨の条項、②すべての地権者との間で覚書が

締結できない場合、又は、民間事業者との間で基本協定が締結できない場合の町の

解除権を定めた条項が含まれていた。 

覚書において、このような条件を付した理由としては、事業者が決定しない場合

には、事業用地の取得をやめ、本件道の駅事業から撤退できるよう、リスク回避を

考慮したものと考えられる。覚書に上記のような条件を付していることからすれば、

町は、民間事業者決定前に事業用地取得を先行することには一定のリスクがあるこ

とを認識していたことがうかがわれる。 

しかし、その後、町は、民間事業者決定前に事業用地を先行することとし、事業
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用地の取得を先行させた。 

以下では、民間事業者決定前に事業用地を取得することとした判断の根拠となっ

た事情、及びその判断の妥当性等について検証する。 

 

(2) 先行取得に関する関連事実 

町の事業用地取得時期の判断に関連する事実として、上述のほかに、次の事実が

認められた。 

 

ア 先行取得の必要性に関する猪名川町議会における説明 

民間事業者が決定する前に事業用地取得を先行するべき理由として、町は、令和

３年３月１２日の猪名川町議会において、次のとおり説明している。 

①  事業用地の取得は、道の駅事業を推進するのに必要不可欠であること。 

②  地権者との交渉開始以後、その間に相続が発生するなど権利関係が変動す

る事案があった。本件は、収用事業ではなく、任意交渉による用地取得事案

であるところ、一般的には用地交渉というのは時間が経過すればするほど状

況が変化し、契約締結に至らないリスクが高まっていくこと。全地権者が一

斉に合意しているこのタイミングで土地を取得することが最善であること。 

③ 民間事業者公募後に町が土地を取得できなければ、リスクの分担上、町の

帰責事由となるため、事業者に対する損害賠償責任が発生する可能性がある

こと。 

 

イ 検証により認められた事実 

町に対するヒアリング及び開示資料により、アの町の説明に関係する事実とし

て、次の事実が認められた。 

(ｱ) 地権者に相続が発生した具体的な事案 

地権者との交渉過程で、相続に伴い事業用地にかかわる権利関係が変動する

等した事案が、５事例認められた。 

 

(ｲ) 地権者との協議過程で存在した事実 

① 事業用地取得価格に関する説明 

町は、地権者から、覚書とともに、売買において想定される土地代金が明記

された「個人別調書」に署名押印を取得していたが、地権者との協議過程で、

個人別調書に記載された金額は、正式な金額ではなく、時点修正などで価格が

変わる可能性があることを説明している（地権者との交渉記録）。 

 

② 地権者からの補償の要請 
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覚書締結当時、町は、令和２年度中に、事業者を決定したうえ、土地の所有

権を取得することを想定し、地権者に対しては、令和２年は、事業用地での耕

作をしないようにと要請していた。 

ところが、令和２年の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け事業予

定が後にずれ込むこととなった。 

このような中、地権者の中には、来年の作付けができるのかどうかの問いか

けをしたり、いつまでも耕作をさせないことに対する補償はしてくれるのか、

といった苦情を申し入れる者もあった（令和２年１１月１３日第２回地権者

説明会）。 

 

③ 地権者側からの苦情申し入れ 

事業用地売却に同意していた地権者の親族から、町の土地買収のやり方（手

付金も支払わず、一方的に町の都合で土地の売買を行わないことができると

いう覚書を締結させて進める方法）は、全てのリスクを地権者に負わせ、一方

的に町に有利なやり方であり、受け入れがたいとの苦情申し入れがなされた

事案があった（地権者との交渉記録）。 

 

(3) 町が説明する先行取得の理由に対する評価 

ア 事業用地の取得は、道の駅事業を推進するのに必要不可欠であることについて 

町が説明する先行取得の理由のうち、道の駅事業を推進するには、事業用地を取

得することが必要不可欠であるという点は、事業用地がなければ道の駅事業は成

り立たないという意味では、至極当然のことではあるものの、当初、町のリスクを

一定考慮し、地権者との間で覚書を締結しておきながら、それを変更し、事業用地

を先行取得した事情については、さらに踏み込んだ検証が必要である。 

 

イ 「状況が変化し、契約締結に至らないリスク」について 

(ｱ) 全地権者との間で覚書を締結済みである事実の評価 

上述のとおり、町は、既に、全地権者との間で、「甲（町）が、事業用地に係

る全ての土地所有者とその所有に係る土地の売り渡しに関する覚書の締結を完

了し、かつ、甲が本事業の実施にかかる民間事業者の公募を実施し、甲と民間

事業者との間において本事業に関する基本協定が締結された場合にのみ、速や

かに、本件土地に関する土地売買契約の締結作業に移行する」との覚書を締結

しており、かつ、地権者からは単価及び土地代金も明記された個人別調書への

押印も得ていた。 

全地権者との間で覚書が締結済みであったこと（しかも、個人別調書で土地

代金が明示されていたこと）からすれば、既に、全ての地権者との間では、事
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業用地の売買をするという合意ができており、「時間が経過すればするほど状況

が変化し、契約締結に至らないリスク」というのは、想定する必要はなかった

のではないかとも考えられる。 

しかし、覚書においては、条件が調った後に「本件土地に関する土地売買契

約の締結作業に移行する」とされ、そこでは、正式な土地売買契約を締結した

段階で売買の効力を生じさせることが明らかに予定されていた。また、事業用

地の取得については、町議会の議決を経なければ売買の法的拘束力が発生しな

いことも、町と地権者との間では共通認識となっていた。さらに、町と地権者

との協議過程では、「個人別調書」に記載された取得価格は変動する可能性があ

ることが説明されている。これらのことからすれば、覚書は、あくまでも、売

買契約締結に向けた双方の意向を確認した書面に過ぎず、仮に地権者が事業用

地売却の意向を翻したときに、覚書の存在を理由に、地権者に対し強制的に事

業用地の所有権を町に移転させられるような法的効力を認めることは困難であ

ったと判断できる。 

ただし、覚書自体はすでに締結されているので、地権者と町との間では事業

用地の売買契約に向けた交渉が一定の成熟度に至っていたと評価できる。した

がって、地権者側が何の理由もなくこれを反故にした場合には、町が損害賠償

請求をなしうる理由となる可能性はある。しかし、覚書の内容が、町側の事情

のみで覚書を解除できるという点において町にとって一方的に有利であったと

いえること、覚書締結時に想定されていたスケジュールに変動が生じていたこ

とからも、地権者に対し無期限に覚書の拘束力を主張できたかについては、疑

義もあるところでもあり、いずれにせよ、覚書の法的効力にはこのような限界

があると評価すべきである。 

 

(ｲ) 町の説明とその評価 

覚書には強制的に事業用地の所有権を町に移転させられるような法的効力が

ないと考えられる状況においては、いったんは覚書を締結した地権者であって

も、周囲の親族らの意向をうけて心変わりをするという可能性は否定できなか

った。実際に、地権者の一部からは、耕作をさせないことに対する補償はして

くれるのかといった要請や、町の土地買収のやり方は、全てのリスクを地権者

に負わせ一方的に町に有利なやり方であり受け入れがたいとの苦情の申し入れ

がなされたとの事情も存在した。 

また、地権者に相続が発生した場合には、強制的に事業用地の所有権を町に

移転させられるような法的拘束力があるとはいえない覚書の存在をもって、相

続人に対し事業用地の売買を強制することは困難であり、そうなった場合、相

続人間の遺産分割協議を待たざるを得ないことになる（相続人間での意見の相
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違があれば、遺産分割協議は長期化することが予想される。）。その意味におい

て、相続が発生した場合、事業用地取得の支障となることは、町が説明すると

おりである。 

このように、「時間が経過すればするほど状況が変化し、契約締結に至らない

リスク」があるため、「地権者が一斉に合意しているこのタイミングで土地を取

得する」必要性が高いという町の説明は、道の駅事業を推進するという前提に

立つ限り、妥当性が認められる。 

 

ウ 事業者から損害賠償請求がされるリスクがあるとの説明について 

町は、事業者公募後に町が事業用地を取得できなければ、事業者に対する損害賠

償義務が発生する可能性があると説明している。 

この点については、町が、事業者を公募するに際して、事業予定地の中にはいま

だ所有権を取得できていない民有地があり、今後、地権者との交渉状況次第によっ

ては土地の所有権が取得できない場合があることを明記すれば、損害賠償責任を

負うことはないと考えられる。そのため、町のいう損害賠償請求がされるリスクと

いうものは回避策があったことから、必ずしも正しい説明ではなかったと思われ

る。 

しかし、「地権者との交渉状況次第で、土地の所有権が取得できない場合がある」

ことを前提とする公募は、事業者にとっては応札するリスクが高いと判断される

可能性が高く、事業者の参画意欲を著しく減衰させることになる。公募の際の前提

条件を明示すれば、理論上、損害賠償リスクを回避することは可能であると考えら

れるから、本件においては、事業者の参入意欲を減衰させないため（又は、多くの

事業者に事業参画を検討してもらうため）には、事業者の公募前に、土地所有権を

確保しておく必要があるので、事業用地の取得を先行させたという説明の方が、よ

り実態に合っていたのではないかと思われる。 

 

エ 小括 

そもそも、公共事業においては、事業用地の取得が事業者決定に先行することが

一般的な進め方であること、また、地権者から事業用地が取得できる条件は整って

いたこと、上述したように、民間事業者募集の機会は令和３年３月１日付公告にか

かる入札手続が唯一のチャンスであったということはないと考えられること、む

しろ、機会を逸すると事業用地取得が困難になる可能性があったことを踏まえる

と、当時、道の駅事業を推進するという政策的立場であった町が、この時点で事業

用地取得をする必要があると判断したことは、不合理な判断であるとは言えない。 

 

(4) 議会の議決との関係 
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ア 地方議会の議決の位置づけ 

事業用地の取得については、令和３年３月１２日の猪名川町議会定例会におい

て、執行機関側から、議案第２９号「土地の取得について」として提案された（以

下「本議案」という。）。当時、議会内では道の駅事業に関し推進派、慎重派が対立

する状況であり、本議案に対しても同様に賛否が分かれる状況であったが、審議の

結果、本議案は賛成多数により可決されている。 

地方議会には地方自治法第９６条第１項に列挙された事項に対する議決権が付

与されており、地方公共団体の意思決定のうち基本的なもの及び重要なものにつ

いては、長の行政執行に対して事前又は事後の監視、統制という機能を発揮させる

ことが法律上予定されている。特に、地方自治法第９６条第１項第８号に規定する

財産の取得又は処分に関しては、地方公共団体の財産の状態に重要な変動をもた

らす行為であるために、その適否について、議会の判断に係らしめていると解され

ることからすれば、長は、議会に対して、売買の対象となる不動産及びその価格の

みならず、売買の目的や必要性、引渡の時期等の契約の付帯条項等についても、誠

実に説明すべき責務があり、これらの説明に重大な誤りや欠落がある場合には、当

該財産の取得又は処分に関する契約についての審議に瑕疵があったということに

なると解すべきである（津地裁平成１６年１１月１１日判決・裁判所ウェブサイト

参照）。ただし、説明すべき事項の範囲については、長に一定の裁量があるところ

であり、また、売買に関する一切の事情を説明するとなれば、円滑な地方行政の執

行に反したり、また、議会の議事をいたずらに煩雑にする場合もあり得るから、契

約締結に至るあらゆる事情についてまで、詳細に説明すべき義務があるとまでは

言い難いともされている（上記津地裁判決にかかる控訴審である名古屋高裁平成

１９年５月３０日判決・裁判所ウェブサイト参照）。 

 

イ 議会で議論された内容 

(ｱ) 議会における執行機関側の提案理由の説明 

執行機関側は、本議案の提案理由について、上述のとおり①事業用地の取得

は、道の駅事業を推進するのに必要不可欠であること、②地権者との交渉開始

以後、その間に相続が発生するなど権利関係が変動する事案があり、収用事業

ではなく、任意買収事案による用地交渉であるところ、一般的には用地交渉と

いうのは時間が経過すればするほど状況が変化し、契約締結に至らないリスク

が高まっていき、全地権者が一斉に合意しているこのタイミングで土地を取得

することが、最善であること、③民間事業者公募後に町が土地を取得できなけ

れば、リスク分担上町の帰責事由となるため、事業者に対する損害賠償責任が

発生する可能性があることを説明している。 

また、執行機関側は、「アンケート調査を実施したところ、温浴施設の事業採
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算性が低下しており、代わりに屋外型施設のニーズが高まっていることから、

その整備を求めると趣旨の意見が多数あったものでございます。こういった意

見を踏まえながら、町としては活性化基本計画と整合性を確認した上で、この

たび機能として、屋外ふれあい活動広場として機能を選定した」と機能見直し

の理由と見直しの要点について説明をしている。 

 

(ｲ) 事業者のアンケート結果について 

上記執行機関側の答弁でも言及されているが、町では、令和２年１１月に道

の駅整備事業に対するアンケート調査をし、その結果を上述の内容のとおり（第

１、１(8)）、行政報告として議会に報告している。 

 

(ｳ) 議員からの質問に対する執行機関側の答弁 

民間事業者決定前に事業用地を取得することのリスクの問題についての質問

に対しては、「この事業スケジュールにつきましては、既に行政報告等でお示し

しておるとおりでございますが、１次募集始めまして、１次募集があり、２次

募集というふうになっていきますが、恐らくといいますか、この事業に応募い

ただける事業者様、それは今、アンケート調査などで過去にやり取りをしてお

りましたが、そういった事業者の方が手を挙げていただけると。それも１社、

２社ではなくて数社、手を挙げていただくというような確認もさせていただく

中で、今回、事業者募集という形を取らせていただいております。また、もし

事業者が誰も手を挙げなかったらどうするのかというようなご質問だと思うん

ですが、そのような事態がないように取り組んでおります。」と答弁している。 

また、地権者との間で締結していた覚書の内容や覚書を修正する変更合意に

ついては、「覚書につきましては、まだ今公表のできる段階ではございませんが、

適正に事務処理を行っております」とのみ答弁している。 

さらに、事業者が決定しない場合に、買い戻しの特約を付さないのか、とい

う質問に対しては、「付さない」との答弁をしている。 

 

ウ 執行機関側の説明内容についての評価 

本議案の審議過程では、民間事業者決定前に事業用地を取得するということが

明らかにされた上で、その当否が正面から議論されている。また、民間事業者が決

定しない場合に、買い戻しの特約を付さないのか、という質問に対しては、「付さ

ない」と明確に答弁をしており、民間事業者が決定する前に町が事業用地を確定的

に取得するという前提事実自体については、明確に伝えられている。 

他方、過去には民間事業者決定後に事業用地を取得するということが想定され

ていたものが、事業用地取得を先行することにした判断の過程や理由、それに至る
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経緯については、イ(ｱ)の内容を実質的に超える説明はなされていない。また、本

議案が審議されていた令和３年３月１２日時点では、各地権者との間では覚書の

内容を修正する変更合意書を締結の上、仮契約の締結までに至っていたが、その経

緯の説明もされていない。このように、覚書の締結や、変更合意書締結の上、仮契

約を締結した経緯及びそれらの内容を説明しなかった点については、議会に対す

る説明として丁寧さに欠けていた面は否定できない。 

また、事業者の参入意向に関しては、上述のアンケート結果を引用しつつ、「１

社、２社ではなくて数社、手を挙げていただくというような確認もさせていただく

中で、今回、事業者募集という形を取らせていただいております。また、もし事業

者が誰も手を挙げなかったらどうするのかというようなご質問だと思うんですが、

そのような事態がないように取り組んでおります」と説明している。この点、事業

者からのアンケート結果について、議会に対し行政報告として報告された内容を

見れば、２社が「新型コロナウイルスの影響に関わらず、参加する方針で検証を進

めている」という回答をしたものとなっているが、その２社の内訳は、直売所の運

営事業者として、また、設計企業（協力企業）として、参加意向があるという回答

であった。どのような事業者がどのような内容の回答をしたのかといった情報を

付加して説明していた場合、事業者の参加意向についての評価が異なる可能性も

あったと思われるところであり、議会への報告内容は、事業者の参加意向がことさ

らに強調されていたという印象は否めず、この点においても、議会に対する説明の

丁寧さに欠けていた面は否定できない。ただし、この時点では、町は、アンケート

結果を踏まえて、道の駅の機能を見直し（主として温浴施設の機能変更）、実施方

針を改訂するとともに事業費も変動しており、事業実施の前提がアンケート時と

は同一ではないことに留意が必要である。 

 

エ 議会に対する説明が丁寧さに欠けていた点の評価 

(ｱ) 以上のとおり、本議案の審議の際、執行機関側は議会に対し、民間事業者が

決定する前に町が事業用地を確定的に取得するという前提事実は明確に伝えて

いたが、事業用地の取得時期を変更した理由や仮契約締結までに至る事務処理

の経緯、事業者の参入意向アンケート結果に関する説明は、丁寧になされてい

たとは言いがたい。しかし、そのことが、議会の議決にいかなる影響を与えた

のかは、別途検討されるべきことである。 

 

(ｲ) まず、事業用地の取得時期を変更した理由、覚書の締結や変更合意書の締結、

仮契約の締結に至るまでの経緯については、説明の丁寧さに欠けていたと思わ

れるものの、民間事業者が決定する前に町が事業用地を確定的に取得するとい

う議案の審議においてもっとも重要な事実は明確に説明されていた。 
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また、覚書はそれ自体で地権者から土地を強制的に取得できるような法的拘

束力を持つものではなかったと判断されることからすれば、覚書の締結の事実

やその内容の説明があったとしても、執行機関側の「状況が変化し、契約締結

に至らないリスク」があるから、事業用地を早期に取得すべき必要があるとの

説明に対する評価については、これを左右する要素にはなり難いと考えられる。 

 

(ｳ) 次に、民間事業者の参入意向の点について、執行機関側は、上述のとおり事

業者の参加意向をことさらに強調していた印象が否めないので、この点が、本

議案の議決に与えた可能性を検証する。 

当時、道の駅移転事業に対する政治的立場として、①そもそも、道の駅移転

事業自体を進めるべきではないという立場（慎重派）、②町の発展のため、道の

駅移転事業は推進すべきという立場（推進派）、という大きく２つの立場が存在

していた。 

そして、慎重派の立場からは、そもそも、道の駅移転事業を進めるべきでは

ない以上、事業用地の取得自体に反対ということになるので、事業用地取得が

民間事業者決定に先行するか否かにかかわらず、また、民間事業者の動向にか

かわらず、いずれにしても本議案には反対であったと考えられる。他方、推進

派の立場からは、道の駅移転事業を推進するためには、いずれは事業用地を取

得する必要があるし（むしろ事業の確実な推進のためには、事業用地は取得可

能なタイミングで取得する必要性が高い）、予定されていた入札手続が道の駅移

転事業を担う事業者を決める唯一の機会であるとは必ずしも言えないことから

も（条件などを再度見直し、改めて入札手続をやり直すことはできる）、事業用

地取得が民間事業者決定に先行するか否かにかかわらず、又は、民間事業者の

動向にかかわらず、いずれにしても、本議案には賛成であったと考えられる。

本議案を提案した当時の町長は、この立場であったといえる。 

なお、慎重派と推進派の中間的な立場として、本議案の賛否との関係では、

令和３年３月公告にかかる入札手続において事業者が決定する見通しがあるこ

とを重要な考慮要素として、本議案に賛成するという立場もありうる。かかる

立場からすれば、この時点での事業者の参入意向の見通しに関する執行機関側

の説明が丁寧さに欠けたことは、本議案に対する賛否に影響を与えた可能性は

ある。もっとも、アンケート後、町は入札の条件を変更していることから（令

和３年２月２２日付で実施方針、要求水準を改訂している）、アンケート時と本

議案の審議時では前提状況も異なっているうえ、入札の成否は実際に行ってみ

なければ分からないことは自明のことであるし、新型コロナウイルス感染症の

影響下での入札であったということもあり、様々な要素を踏まえ議決権を行使

したと考えられる議会議員の判断において、執行機関側の説明する事業者の参
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入意向の情報が、決定的に重要な判断要素となったかは不明である。このよう

な個々の議会議員の本議案に対する賛否の動向や理由については、検証委員会

においては把握することは困難であり、これ以上掘り下げることはできない。 

以上から、現時点で確認出来る事情のもとでは、執行機関側の議会に対する

事業者の参入意向についての説明は丁寧さに欠けていた面は否定できないもの

の、そのことから直ちに、様々な要素を考慮して賛否を決定していた議会議員

によってなされた本議案の議決の正当性を否定すべきものとは認められない。 

 

(5) 小括 

以上を総括すると、道の駅事業の推進派であった当時の町長の政策的立場を前提

とすれば、道の駅事業を進めるために、(2)(3)のとおり民間事業者の決定前に事業

用地を取得しようと判断したこと自体は必ずしも不合理な判断であるとはいえない。

しかも、(4)のとおり議会においても相応の議論がされたうえ、議決を経たことから

すれば、民間事業者の決定前に事業用地取得を先行する判断について、議会の監視、

統制機能が損なわれたとも認められない。しかし、本件が町において賛否の分かれ

る重要な議案であったことにかんがみると、議会における議論の過程において、執

行機関側からの説明が丁寧さに欠けていた面は否定できず、議決の前提事項につい

てより丁寧な説明がなされることが望ましかったといえる。 
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第２ 事業用地の取得価格についての調査結果 

１ 検証にあたっての視点 

 (1) 地方公共団体が締結する不動産売買契約については、当該不動産を買い取る目的

やその必要性、契約の締結に至る経緯、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。 

町は、不動産鑑定による正常価格を踏まえ取得価格を決定しているところ、地方

公共団体が土地を正常価格に比して著しく高額な対価で取得することは、地方公共

団体の財政の適正確保の見地から看過し得ないものとして地方自治法第２条第１４

項等の趣旨に照らして許容されない場合がありうる。他方、その取得価格が正常価

格を超えるからといって、直ちに不合理とすべきものではなく、取得価格と正常な

価格との差のほか、購入の必要性やその土地の代替可能性、交渉経過等をも考慮し

た上で、その妥当性を判断すべきである（最高裁平成２８年６月２７日第一小法廷

判決・裁判集民事２５３号１頁参照）。 

本検証では、不動産鑑定の内容やその鑑定実施に至る経緯を把握し、上記判断枠

組みに沿って、町の取得決定の過程に不合理な点等が見当たらないかを中心に調査

及び検証を行った。 

 

  (2) 検証委員会は、本件鑑定書のほか、不動産鑑定に至る経緯及び町による取得価格

決定に至る経緯等に関する資料の調査のほか、町へのヒアリングを複数回実施し、

また本件鑑定書を作成した不動産鑑定士へのヒアリングも実施した。 

また、取得価格の妥当性に関連し、不動産鑑定士に対し価格調査を依頼し、検証

の一助とした。 

 

２ 不動産鑑定を巡る一連の経緯及び内容 

(1) 不動産鑑定依頼の経過 

ア 町は、平成３０年８月６日付で用地鑑定委託業務（平成２９年度繰越事業）につ

いて内部決裁を行っている。決裁伺い文書には、以下の記載がある。 

「【目的】 用地鑑定委託業務については、用地購入価格の根拠とするため必要

となる業務である。現在、道の駅いながわ活性化基本計画の見直しを進めており、

今後は事業内容及び事業区域の確定、概算事業費の算出を行う予定としている。こ

れらの見直しにおいても用地購入価格の決定が必要となる。なお、今後のスケジュ

ールにおいても、１２月議会で用地購入に係る債務負担行為の予算上程を行うこ

ととしているため、用地鑑定を要する状況である。」 

そして、内容として、調査地点を「事業区域のうち県道に面する代表の１筆」と

「事業区域のうち中ほどの代表１筆」とし、地目は「田畑（標準宅地に置き換えて

鑑定）」としている。２筆を抽出したことについて、「通常、同一地目については代
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表地番のみ鑑定を実施するが、今後の地権者協議を見据え、①県道に近い１筆、②

区域の中ほど１筆で鑑定を実施することとする。」として、「①県道に近い土地は、

自然的、社会的、経済的及び行政的観点からみて、事業区域内で相対的に価格が高

いと想定される。よって、県道に面する土地の１筆を鑑定する。なお、県道に面す

る土地は規模が小さいものが多く、それらの中で平均的な規模の１筆を抽出」し、

「②区域の中ほどの土地、１筆を鑑定する。区域の中ほどの土地の規模は県道に近

い土地と比べ比較的大きい規模が多い。これらの中で平均的な規模の１筆を抽出」

とされる。 

また、補足事項として「用地購入価格の決定の段階においては、鑑定を行った各

ポイントから土地価格比準表に基づき、格差率を用い算出することを検討してい

る」としている。 

さらに、町からの用地鑑定に際し、不動産鑑定士に提供予定の資料として、県道

川西篠山線（北野バイパス）の用地取得に係る土地売買単価、町道原広根線の用地

取得に係る土地売買単価、新名神高速道路の用地取得に係る土地売買単価、の３点

が明示されている（現に、これらの資料は不動産鑑定士に対し提供された）。 

そのうえで、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号及び第２号に基づ

き、不動産鑑定士に対し、契約金額３２万４０００円にて随意契約を締結するとさ

れている。 

 

イ 上記決裁を経て、町は不動産鑑定士との間で、平成３０年８月６日付で委託契約

書を締結した。委託契約書には、不動産鑑定評価仕様書（以下「仕様書」という。）

が添付され、以下の記載がある。 

 

１ 価格時点 

平成３０年９月１日時点 

２ 評価依頼の目的 

猪名川町が実施する「道の駅いながわ機能拡大プロジェクト」に必要とす

る土地を取得するため。 

３ 鑑定評価により求めるべき価格 

 鑑定により求める価格は、公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき、

次の各号に掲げる条件を満たした価格とすること。 

一 正常な取引価格であること。（基準第８条第１項） 

二 建付減価を行わない価格であること。（基準第８条第２項） 

三 所有権以外の権利が存しないものとしての価格であること。（基準第

１０条） 

四 事業の施行が予定されることにより、当該評価依頼地の価格が低下し
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たと認められるときは、当該事業の影響がなかったものとしての価格

であること。（基準第８条第３項） 

五 地価公示法（昭和４４年法律第４９号）第６条の規定による公示地及

び国土利用計画法施行令（昭和４９年政令第３８７号）第９条第１項

の規定による基準地が存する場合は、当該価格を規準として求めた価

格であること 

 【その他・参考】 

  文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）等により指定された土地等

の取得又は土地等の使用の場合において、この基準の規定によりがたいと

きは、その実情を考慮した価格であること。（基準第７条） 

 

 なお、仕様書上、鑑定の対象土地２筆については、現況地目を「田」、種別を

「宅地見込地」としている。 

 

ウ 上記委託契約に基づき、不動産鑑定士は対象用地の鑑定評価を実施し、平成３０

年９月２６日付不動産鑑定評価書（本件鑑定書）を作成し、町に提出した。 

本件鑑定書は、価格の種類を「正常価格」、価格時点を平成３０年９月１日とし

て、県道に面する１号物件を単価１８，０００円／㎡、県道から離れた中ほどに位

置する２号物件については単価１４，６００円／㎡と評価した。 

その他本件鑑定書の詳細な内容については、後述する。 

 

(2) 公共用地補償審査会の審議 

ア 町は本件鑑定書の提出を受け、平成３１年１月１５日、公共用地補償審査会を開

催し、道の駅事業に伴う用地取得単価を、県道に接している筆については一律１８，

０００円／㎡、残りについては１４，６００円／㎡とすることを承認した（第２章

第２）。 

 

イ 公共用地補償審査会は、猪名川町の公共用地等の取得に伴う補償及び処分の適

正を図るために設置された審査会であり（公共用地補償審査会規則第１条）、副町

長、企画総務部長、地域振興部長、まちづくり部長及び教育委員会教育部長を委員

として、会長は副町長、副会長はまちづくり部長をもって充てるとされている（同

規則第３条）。 

上記平成３１年１月１５日開催の公共用地補償審査会の報告文書によれば、委

員との間で、以下の質疑（一部）があったことが記録されている。 

Ｑ 北野バイパスの用地取得単価との整合性は。 

Ａ 平成１７年に契約し（中略）約１４年経過しており、（中略）地価が落下し
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なお、その後、令和３年３月１２日における用地取得議案の可決までの間、上記

時点修正の要否等を議題として、公共用地補償審査会で審議されることはなかっ

た。 

 

(3) 地権者に対する説明および用地取得 

ア 町は、平成３０年１２月度の補正予算として、道の駅整備事業として債務負担行

為（期間：平成３１年度から平成３２年度まで）として限度額５億６５００万円を

計上した（平成３０年度補正予算書）。 

 

イ 町は、平成３１年１月２６日、第１回地権者説明会を開催し、町側は、副町長、

地域振興部長、建設課職員、産業観光課職員が出席した。町は、地権者に対し、鑑

定価格が、県道と接する土地については１８，０００円／㎡、接していない土地は

１４，６００円／㎡であることを説明し、「鑑定価格に基づいて買い取りをさせて

いただきたい」と申し出るとともに、個々の買取総額については個別に協議する旨

説明した。 

 

ウ 町は各地権者との交渉を開始し、令和元年６月以降、各地権者との間で順次、覚

書を締結すると同時に、各地権者に対し、土地内訳、買収対象面積、単価、土地代

金総額等を記した事業関係用地個人別調書を示し、各地権者はそれに署名押印し

た。買取単価は、県道との接道の有無に応じ、１８，０００円／㎡と１４，６００

円／㎡の２種類の一律単価であった。 

 

エ 町は、各地権者との間で、令和３年２月１６日付で土地売買仮契約書（代金は事

業関係用地個人別調書記載の金額と同じ）を締結し、同年３月１２日、議会定例会

において本議案の可決を経て、その後、各地権者に対し、同月２４日までに売買代

金を支払った。 

 

ていることから、時点修正をかけると約１８，９００円／㎡となり、整合性

は保てていると思われる。 

Ｑ 時点修正はかけるのか。かける時期について。 

Ａ 県の基準では１０月１日に時点修正をかけることとしているが、町が独自

で時期について決めてもよいと県に確認している。時点修正をかける時期に

ついては、１０月１日か、年度を超えてからか、地価の変動率によって改め

て審査会で決定する。 
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３ 不動産鑑定士へのヒアリング結果 

 検証委員会は、本件鑑定書の検証のために、令和３年１１月２０日、事業用地の不動

産鑑定評価を行った不動産鑑定士へのヒアリングを実施した。 

 

４ 検討 

(1) 鑑定依頼のあり方 

ア 鑑定対象物件選定の是非 

町は、不動産鑑定士に鑑定業務を委託するにあたり、その県道に接道している用

地と接道していない用地の２筆を抽出しているが、当該２筆は町担当課と不動産

鑑定士とで打合せの上、抽出したとのことであった（町担当課・不動産鑑定士ヒア

リング）。 

当該２筆のみならず事業対象予定地全ての個々の用地を鑑定対象とすることも

考えられるものの、２筆以外の用地は、当該２筆の鑑定価格との比較において、そ

の形状その他個別要因に基づく補正を行うことによって価格を導出できるもので

あり（不動産鑑定士ヒアリング）、町も、当初、２筆から土地価格比準表に基づき

格差率を用い算出することを検討するとしていた。 

接道の有無に着目し、２筆を抽出して鑑定価格を算出し、そのうえで個別補正に

よって他の用地の価格を算出していく方法はそれ自体不合理であるとは言えず、

また鑑定業務委託料を廉価で抑えるという経済性をも考慮すれば、全ての用地に

ついて鑑定業務委託を実施することに比べれば一定の合理性は認められる。 

したがって、２筆の用地に限定して鑑定対象としたことが不合理であると評価

することはできない。 

 

イ 「宅地見込地」評価の是非 

町は、仕様書において、現況地目が田（農地）である対象用地をいずれも「宅地

見込地」として分類している。 

「宅地見込地」として鑑定評価することは、町と不動産鑑定士とが協議のうえ決

めたとのことであった（町担当課・不動産鑑定士ヒアリング）。 

そして、不動産鑑定士のヒアリング結果によれば、鑑定対象用地について、確か

に現況は農地であるものの、①農地転用が禁止される農業振興地域ではないこと、

②県道（幹線道路）に接した一連の用地であること、③道の駅事業用地の周辺地域

（南側）に市街化区域が存在すること、④対象用地は道の駅事業用地として兵庫県

の開発許可を受けられる見通しであることを兵庫県と町との間で確認済みである

こと、を踏まえると「宅地見込地」として評価することは妥当であり、こうした評

価は近畿地区用地対策連絡協議会作成の「宅地見込地評価Ｑ＆Ａ」が示す考え方に

も整合するとのことであった。 
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公共用地の取得に伴う損失補償基準（昭和３７年１０月１２日）第９条に基づく

土地の正常な取引価格算定について、兵庫県土地評価事務処理要領第３条は「評価

に係る地域を土地の用途的観点から、別表の用途的地域に区分するものとする」と

し、同別表（一部抜粋）は、宅地地域等について以下のように定義づける。 

「宅地地域」・・・居住、商業活動、工業生産活動等の用に供される建物の敷地

の用に供されることが自然的、社会的、経済的及び行政的観

点から合理的と判断される地域 

「農地地域」・・・農業生産活動のうち耕作の用に供されることが、自然的、社

会的、経済的及び行政的観点から合理的と判断される地域 

「見込地地域」・・・宅地地域、農地地域及び林地地域に他の地域から転換しつ

つある地域 

「宅地見込地地域」（大中規模開発地域）・・・周辺の宅地化率が低く、道路等

も未整備で、相当規模で宅地開発をすることが合理的と判断

される地域 

「宅地見込地地域」（小規模開発地域）・・・市街地に近接し、宅地への転換度

合いが高く、小規模開発で宅地化が可能と判断される地域 

 

そして、「宅地見込地」の判定については、以下の事項を総合的に考慮して行う

とする。 

 

    (ｲ) 母都市の人口、世帯数及び住宅建設の動向 

    (ﾛ) 母都市への企業の進出の状況 

    (ﾊ) 周辺の宅地開発の分布状況及び開発後の宅地の利用状況 

    (ﾆ) 母都市の都心までの距離 

    (ﾎ) 最寄鉄道駅までの距離 

    (ﾍ) 幹線道路までの距離 

    (ﾄ) 小学校及び中学校までの距離 

    (ﾁ) 地勢、地盤等の状況 

    (ﾘ) 開発行為の許可の可能性及び採算性 

    (ﾇ) その他開発に伴い必要となる事項 

 

さらに、近畿地区用地対策連絡協議会作成の「宅地見込地評価Ｑ＆Ａ」（平成１

７年１０月）は、用途区分について、農地地域は、簡潔にいえば「予測できる時間

の範囲（概ね１０年程度）ではなお耕作の目的として供される地域」（Ｑ２）とさ

れ、「宅地見込地域か否か」は、「周辺の市街地の程度、最寄りの都市の拡大や膨張

の程度、人口、世帯分離の動向、交通機関の配置等の他、行政的条件による制約や
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自然的条件等を総合的に勘案して判断することが評価上設けられた地域区分であ

ることを考えれば、当該地域の地価水準と周辺宅地価格の水準から見て、後者の影

響が認められる地域にあっては、『宅地見込地地域』と考えるべきである」（原文マ

マ）とされている（Ｑ１）。 

本件鑑定対象用地は、鑑定依頼時、道の駅事業用地に供されることが予定され、

将来的に田（農地）として耕作目的に供され続けることは予定されていなかったか

ら、農地から宅地としての用途変更が見込まれる用地であった。また、町の説明に

よれば、道の駅事業用地に供するための法令上の要件を充足し、兵庫県の開発許可

を受けられる見込みがあったというのであるから、開発行為の許可を得ることが

できた可能性は高いといえる。 

不動産鑑定士が、上記①ないし④の事情を総合的に考慮して、「宅地見込地」と

判断したことは、上記土地評価事務処理要領が掲げる考慮要素や上記「宅地見込地

評価Ｑ＆Ａ」に示される考え方と整合するものであって、特段、不合理な点は見当

たらない。 

したがって、本件鑑定において、対象用地をいずれも「宅地見込地」と区分した

うえで、鑑定を行ったことについて不合理とすべき点は見当たらない。 

 

ウ 複数鑑定の可能性 

本件において、事業用地の鑑定依頼は、１名の不動産鑑定士に対してのみ行われ

た（一者鑑定）。 

 

複数鑑定ではなく一者鑑定とした理由について、町の説明は、 

・本町における過去から直近の公共用地取得に係る鑑定に倣い、本町の不動産

取引事例や地価動向に精通している鑑定士１者に委託した。 

・今回の鑑定評価の内容としては、過去の鑑定と同様に取引事例比較法を用い、

過去の町の公共用地取得事例を参考とし、鑑定を行うこととしており、過去の

事例も一定蓄積していることから１者鑑定した。 

・最終的には公共用地補償審査会で審査され、町が決定したが、「北野バイパス」

整備時の取得単価も至近で行われた県事業であるため、この時の鑑定評価額も

参考とできることから、最終的に１者鑑定の内容で充足すると判断した。 

というものであった。 

 

この点に関し、不動産鑑定士からは、「鑑定依頼時、道の駅事業を巡る対立状況

を聞かされておらず、反対運動が行われていることも知らなかった。町は、議会案

件で住民の意見が二分されている案件については、もっと慎重に二者鑑定をやる

とか、相互検証が行えるような依頼を行う必要があったのではないか」との指摘が
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あった。 

複数鑑定を実施するか否かの判断は、基本的には町の合理的な判断に委ねられ

るものであると考えられ、担当課が上記理由をもって１者鑑定としたことが不合

理であるとまではいえない。 

しかし、本件は、道の駅事業用地として相当規模の予算を投じる事業であり、町

の財政に与える影響が大きく、事後に取得価格の妥当性について厳しく批判的検

討が行われることが十分に予想されること、町内部で独自に評価額を算出できる

体制が整っていたとはいえないこと等に鑑みれば、先例の有無にかかわらず、本件

においては、複数鑑定を実施することによって、適正性を担保する仕組みを導入し

ておくことが望ましかったといえる。 

 

(2) 本件鑑定書の評価 

ア 求めるべき価格について 

本件鑑定書は、「猪名川町が施行する道の駅いながわ機能拡大プロジェクトに必

要とする土地を取得するため」の参考資料として、「市場性を有する不動産につい

て、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成され

るであろう市場価値を表示する適正な価格」すなわち「正常価格」を求めるもので

ある。 

鑑定業務は、仕様書記載のとおり、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」に基

づき「正常な取引価格」を求めること（右仕様書第３項第１号）が要求されていた。

「公共用地の取得に伴う損失補償基準」（昭和３７年１０月１２日用地対策連絡会

決定）は、以下のとおり定める。 

（土地の補償額算定の基本原則） 

第８条 取得する土地（土地の附加物を含む。以下同じ。）に対しては、正常な

取引価格をもって補償するものとする。 

２ 前項の場合において、当該土地に建物その他の物件があるときは、当該物

件がないものとしての当該土地の正常な取引価格によるものとする。 

３ 第１項の場合において、土地を取得する事業の施行が予定されることによ

って当該土地の取引価格が低下したと認められるときは、当該事業の影響が

ないものとしての当該土地の正常な取引価格によるものとする。 

（土地の正常な取引価格） 

第９条 前条の正常な取引価格は、近傍類地(近傍地及び類地を含む。以下同

じ。）の取引価格を基準とし、これらの土地及び取得する土地について、次

の各号に掲げる土地価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定する

ものとする。 

一 宅地 形状、地積等画地の状態、街路の状態、交通施設、公共的施設、商
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業施設等との接近の程度、供給処理施設等の整備の状態、土地の利用に関

する公法上の規制の程度、自然的環境等 

二 農地 地味、水利、消費地との距離その他の農業立地条件、収益性等 

三 林地 土質、地勢、消費地との距離、林道等の整備の状態、その他の林業

立地条件、収益性等 

四 その他の土地 当該土地の種別に応じて必要と認められるもの 

２ 前項の場合において基準とすべき近傍類地の取引価格については、取引が

行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えるものとする。 

３ 地代、小作料、借賃等の収益を資本還元した額、土地所有者が当該土地を

取得するために支払った金額及び改良又は保全のために投じた金額並びに

課税の場合の評価額は、第１項の規定により正常な取引価格を定める場合に

おいて、参考となるものとする。 

４ 第１項の規定により正常な取引価格を定める場合においては、一般の取引

における通常の利用方法に従って利用し得るものとして評価するものとし、

土地所有者がその土地に対して有する主観的な感情価値及び土地所有者又

は特定の第三者がその土地を特別の用途に用いることを前提として生ずる

価値は、考慮しないものとする。 

 

本件鑑定書における「正常価格」は、仕様書及び「公共用地の取得に伴う損失補

償基準」にいう「正常な取引価格」である。 

 

イ 「宅地見込地」としての区分について 

本件鑑定書は、鑑定対象用地の種別を１号物件及び２号物件とも「農家集落内の

宅地見込地地域」とし、類型を１号物件及び２号物件とも現況田で「宅地見込地」

とする。これは仕様書に沿うものである。 

なお、「宅地見込地」の評価に関わる事情として、本件鑑定書は、「１号物件及び

２号物件とも後記の通り市街化調整区域による制約を受けるが、農業振興地域内

の農用地ではなく、一般の農地である」と指摘している。 

 

ウ 算定手法について（標準地比準評価法、取引事例比較法） 

上記のとおり、本件鑑定書は、「正常価格」を求めるものであるところ、その具

体的算定方法について、以下のとおり記載している。 

本件鑑定評価にあたっては、１号物件は対象不動産の種類、所在地の実情、

資料の信頼性を勘案して、取引事例比較法による比準価格を標準に、周辺地域

の宅地等の価格の検討を踏まえ、そして宅地見込地の規準価格との均衡に留意

して、標準的宅地見込地価格を求める。そして、対象不動産との個別的要因比
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較を行い、対象不動産の価格を決定するものとする。 

次の２号物件は、前記で求めた１号物件の標準的宅地見込地価格を基準に地域

要因比較を行い、２号物件が属する近隣地域の標準的宅地見込地価格を査定

し、そして２号物件の個別的要因格差率を乗じ、対象不動産の価格を決定する

ものとする。 

 

公共用地の取得に伴う損失補償基準細則（昭和３８年３月７日用地対策連絡会

決定）は以下のとおり定める。 

第２ 基準第９条（土地の正常な取引価格）は、次により処理する。 

 本条第１号各号に掲げる土地の正常な取引価格は、別記１土地評価事務処理

要領により算定するものとする。 

 

別記１ 土地評価事務処理要領 

（土地評価の手法） 

第４条 土地の評価は、原則として標準地比準評価法により行うものとする。 

 （以下 略） 

（標準地の選定方法） 

第７条 標準地は、同一状況地域において個別的要因がおおむね標準的と認め

られる一の画地とするものとする。 

２ 前項の個別的要因は、「国土利用計画法の施行に伴う土地価格の評価等につ

いて」（昭和５０年５０国土地第４号国土庁土地局地価調査課長通達）別添

１土地価格比準表、別添３林地価格比準表及び別添４農地価格比準表（以下

「比準表」という。）の用途的地域ごとの個別的要因とするものとする。た

だし、比準表に該当する用途的地域が定められていない地域の標準地につい

ては、類似する用途的地域の比準表を適正に補正するものとし、当該補正を

行つた比準表の個別的要因とするものとする。 

（標準地の評価格からの比準） 

第８条 標準地の評価格からの比準は、比準表を用いて、標準地の個別的要因

と各画地の個別的要因を比較して行うものとする。ただし、当該同一状況地

域の属する用途的地域が比準表に定められていない場合は、類似する用途的

地域に係る比準表を適正に補正して使用するものとする。 

２ 比準表に定められた格差率が当該同一状況地域の実態に適合しないと認め

られるときは、当該格差率を当該同一状況地域の実態に適合するように補正

することができるものとする。この場合において、格差率の補正は、不動産

鑑定業者の意見等により適正に行うものとする。 

（標準地の評価方式） 
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第１０条 標準地の評価格は、取引事例比較法により求めた価格を基準とし

て、収益還元法又は原価法により求めた価格を参考としても求めるものとす

る。 

（以下 略） 

（取引事例比較法による評価） 

第１１条 取引事例比較法は、次の手順により行うものとする。 

（１）近隣地域（評価対象地を含む同一状況地域をいう。）及び類似地域（近隣

地域を含む同一需給圏内から選定した当該近隣地域と類似した同一状況地

域をいう。）から多数の取引事例を収集する。 

（２）収集した取引事例の中から適切な事例を選択する。 

（３）選択された取引事例の価格を付録の算定式へ適用し、算定価格を求める。 

（４）事例ごとの算定価格を比較考量して比準価格を求める。 

 

本件鑑定書は、公共用地の取得に伴う損失補償基準等が定める取引事例比較法

及び標準地比準評価法に基づくものである。 

 

エ 取引事例の比較（抽出事例について） 

本件鑑定書は、対象近隣地域における標準画地（標準的宅地見込地）として、鑑

定対象用地付近の７００㎡の画地を選定し、同標準画地の価格（評価格）を求める

ために、町から提供を受けた３取引事例（いずれも公共買収事例。平成２６年１２

月上旬から平成２９年２月下旬の取引。いずれも宅地見込地であり、現況は田又は

畑）を比較して検討している。やや古い取引事例が含まれていることから、本件鑑

定書は、「時点の比較的新しい事例１を中心に他の２事例を関連付けた。また最新

の地価公示価格との均衡に留意した」とし、新しい取引事例を中心に検討するとと

もに、川西市内の宅地見込地（田）の公示価格との均衡に留意し、標準的宅地見込

地（田）の価格を１８，０００円／㎡と判定している。 

そして、標準的宅地見込地価格と１号物件との個別要因の比較を行って、その補

正の有無を検討し、補正の要なしとして、１号物件の単価を１８，０００円／㎡と

結論付ける。 

さらに２号物件については、標準的宅地見込地価格との個別的要因比較のうえ、

街路の幅員・系統連続性、市街化の進行程度（用途の多様性）の点を減価要因とし

て考慮し、標準的宅地見込地価格の８１％である１４，６００円／㎡と結論付け

る。 

なお、２号物件は、控除方式（宅地見込地地域の土地評価手法の一つである原価

法における算定式（上掲宅地見込み地評価Ｑ＆Ａ（Ｑ２２））を用いた検討を行っ

ているところ、宅地転換後・造成後の更地価格を算出し、有効宅地化率、造成工事
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費等、造成工事費等に対する金利負担月数、素地取得費に対する金利負担月数、投

下資本収益、販売費・一般管理費を考慮し算出した結果、１４，５００円／㎡の素

地価格を算出している。 

当該控除方式による計算は、宅地転換後造成後の更地価格については一定の根

拠は確認できたものの、住宅用地としての開発を想定した計算であることから仮

定的な想定要素が多い。この点、本件鑑定書は「控除方式は造成費用、投下資本収

益率等想定的要素が大きい」（１７頁）として、最終的には、２号物件の価格は、

比準価格と同額である１４，６００円／㎡として結論付けている。不動産鑑定士

は、控除方式の検討を行った理由について、あくまでも補完的に検討したものに留

まる旨述べており（不動産鑑定士ヒアリング）、こうした判断過程に特段不合理な

点は見当たらない。 

 

オ 埋蔵文化財の考慮外の是非 

本件鑑定書は、「埋蔵文化財、土壌汚染及び地下埋設物は、評価上考慮外とする」

とする（２頁）。 

仕様書は、【その他・参考】として、「文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）

等により指定された土地等の取得又は土地等の使用の場合において、この基準の

規定によりがたいときは、その実情を考慮した価格であること」と明示している。 

この点、不動産鑑定士は、「周辺地は埋蔵文化財包蔵地であったが、平成３０年

７月に町教育委員会に確認すると、町の担当者は、対象不動産の周辺地域は埋蔵文

化財包蔵地の実地調査が行われていないため、遺構の場所は特定されていないと

言われた。従って鑑定では考慮していない。その後、町は、令和３年２月１６日か

ら２４日までに、鑑定対象土地付近の県道沿い２か所、背後１０カ所を試掘調査

し、背後地には遺構はあったことが判明したと事後報告を受けた。」とのことであ

った（不動産鑑定士ヒアリング）。 

町は令和３年２月に道の駅事業用地につき、初めて試掘調査を実施し、遺構が発

見されているところ、不動産鑑定士による鑑定評価時点に、そうした具体的情報は

なく、鑑定において考慮することは困難ともいえるから、本件鑑定書において評価

の「考慮外」とすることは不合理ではない。 

 

カ 小括 

以上のとおり、本件鑑定書の内容は、仕様書に定める公共用地の取得に伴う損失

補償基準に沿うものであり、その価格算出過程に特段不合理な点は認められない。 

 

(3) 町の取得価格決定のあり方 

ア ２点鑑定価格から一律単価設定の是非 
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町は、平成３１年１月１５日、公共用地補償審査会を開催し、本件鑑定書に基づ

く２物件の鑑定価格を、鑑定対象用地以外の用地の取得単価にも採用し、県道に接

する用地を１８，０００円／㎡、それ以外の用地を１４，６００円／㎡として、一

律の金額を採用することを決定した。 

当初、町内部においては、２物件の鑑定価格から個別の補正を行うことを想定し

ていたが、そうした補正をせず取得価格を決定したことについて、町は、ヒアリン

グにおいて「県用対連基準（土地評価事務処理要領）第２２条『各画地の評価』に

よる。『各画地の評価については、第８条の規定を準用するものとする。』とある。

第８条『標準地の評価格からの比準』、同条第２項『比準表に定められた格差率が

当該同一状況地域の実態に適合しないと認められるときは、当該格差率を当該同

一状況地域の実態に適合するように補正することができるものとする。この場合

において、格差率の補正は、不動産鑑定業者の意見等により適正に行うものとす

る。』とあり、これに基づき、不動産鑑定業者の意見を参考に格差率は採用してお

りません」と回答した。 

しかし、不動産鑑定士は、ヒアリングにおいて、「本来、２ポイントの標準地の

鑑定価格から各画地の個別補正を一つ一つ行うべきであるが、町は２ポイントの

標準地の価格（県道沿いと内の田の価格）を各画地と同一価格とした。町自らの判

断で個別格差の作業を実施したのかどうか確認できないが、結果として同一価格

となった。」と回答をしており、町の回答と齟齬が生じている。 

鑑定対象物件以外の用地について価格を算定するのであれば、当然、個々の用地

の個別的要因を比較検討の上、補正の要否及び補正の内容を検証すべきであり、不

動産鑑定士の上記回答は首肯できるものである。 

他方、仮に、町が独自の判断で一律の価格設定を行った場合、それが直ちに不合

理であると評価することになるかについては、別途検討を要する問題である。すな

わち、本件における用地取得交渉は、土地収用法に基づく収用対象事業としての認

定事業ではなく、全４６筆の地権者全員との間で、任意の買収を実現しなければな

らない事案である。もし、各用地の個別的要因を考慮して格差率を設定するとなれ

ば、個々の地権者ごとの格差率の設定の当否が問題となり地権者との協議がたち

まち収拾不能に陥り、任意買収が実現せず、道の駅事業の推進がとん挫するリスク

が顕在化することも予想される。また、格差率の補正は町及び地権者双方にとって

有利にも不利にも働きうる。そこで、一般に価格上有意と考えられる接道の有無と

いう点で、一律の価格を設定することは、一定の合理性を有するとも考えられるか

ら、個別補正をしなかったことが、直ちに、当時の町の判断として不合理と評価す

ることは困難である。 

 

イ 時点修正を行わなかったことの是非 
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本件鑑定書は、あくまでも平成３０年９月時点の価格を算出したものであるが、

町は、用地取得価格を定めるにあたり、時点修正を行っていない。 

平成３１年１月１５日に開催された公共用地補償審査会においては、地価が下

落しているとの質疑があり、「時点修正をかける時期については、１０月１日か、

年度を超えてからか、地価の変動率によって、改めて審査会で決定する」とされて

おり、その要否について再度審議することを前提とする内容となっている。しか

し、その後、時点修正の要否について、公共用地補償審査会において議論された形

跡は見当たらない。 

この点について、町は、ヒアリングにおいて、時点修正を行わなかった理由につ

いて、年内の覚書締結であったため不要と判断した旨回答する。さらに、「覚書の

締結時点から一定の法的拘束力のある契約が発生した（最終的な土地売買契約の

成立までの間は一連のものとなっており、土地売買契約締結作業はコロナにより

遅れることとなった。）ことから、県用対連基準（一般補償基準）第３条『補償額

算定の時期』にある『契約締結時の価格によって、算定するものとし、その後の価

格の変動による差額については、追加払いしないものとする。』の契約締結時と判

断し、再鑑定及び時点修正については行わないこととしました。」と回答する。 

しかし、用地交渉における地権者に対する説明として、当時、町は地権者に対し、

例えば、「６月末を目途に、全員から覚書をいただきたいと思っている。年度を超

えると単価の見直しをかける必要が出てくる。今の状況からすると、年に数パーセ

ント下がっている。」（令和元年６月１３日記録）、「補償費については基本的にはこ

の金額でご検討いただきたいが、正式な金額ではなく、時点修正などで価格が下落

する可能性もある。価格が変わる可能性があるということについてもご理解いた

だければと思う。」（令和元年７月３０日記録）などとして、覚書締結後の時点修正

の可能性を示唆する説明を行っており、上記町の回答と整合しない。 

また、不動産鑑定士は、ヒアリングにおいて、あくまでも鑑定価格が平成３０年

９月時点の価格であり、契約締結までに時点修正を行う必要性があったとの見解

を示していた。 

覚書の締結＝契約締結と解し、兵庫県用対連基準における「契約締結時の価格」

と同視することについては、覚書の法的拘束力の評価として疑問がないとは言え

ないが、他方、地権者に対し、すでに覚書とともに、取得単価を記載した事業関係

用地個人別調書を提示しておきながら、後に時点修正を行うとなれば、その修正の

要否やその内容について紛糾し地権者との用地交渉が暗礁に乗り上げることも危

惧される。また、鑑定価格を個別補正せず、一律に単価を設定しているわけである

から、仮に地価の下落傾向が認められるとしても、事業用地に含まれる個々の用地

について当然に時点修正が必要となるかの判断が容易ではない。加えて、地価が大

幅に下落しているとまでは言えないことや、本件が任意買収事案であって地権者
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の任意の協力が不可欠であることをふまえれば、時点修正を不要とした判断が直

ちに不合理であると判断することはできない。 

もっとも、上記のとおり地価の下落傾向が認められることをも踏まえれば、時点

修正の要否につき、改めて、不動産鑑定士の意見を求め、公共用地補償審査会を開

催のうえ審議するなど、町内においても十分に慎重に検討すべきであったと言え

る。 

 

ウ 埋蔵文化財の考慮 

本件鑑定書においては、埋蔵文化財は考慮外とされているものの、通常、埋蔵文

化財が存する場合には、減価要素として取得単価に影響を及ぼすものである。 

埋蔵文化財を考慮しなかったことについて、町は、 

・本件鑑定書では「埋蔵文化財、土壌汚染及び地下埋設物は、評価上考慮外と

する。」とされているが、これは、土地の履歴上、土壌汚染や地下埋設物があ

ることが確認できないことから、土壌汚染や地下埋設物の場所の特定及び土

地の改良費が見込めないのと同様に、埋蔵文化財についても文化財がある場

所の特定及び発掘調査費用が見込めないことから、その評価は考慮外とされ

ているものである。 

・公共用地補償審査会で審査され町が決定しているが、公共事業の他事例と比

較しても適切な評価がなされているものと考える。 

・「周知の埋蔵文化財包蔵地」についても価格形成要因の一つとして踏まえた上

で、鑑定評価が行われている。 

・土地所有権移転後の令和３年３月３１日付で町教育委員会が発行した猪名川

町遺跡文化財調査報告書によると、全ての地点において埋蔵文化財が存在す

ると確定したものでもなく、また本発掘調査の実施等が義務付けられている

ものでもなく、造成工事の計画も決定していない。 

と回答する。 

不動産鑑定士は、埋蔵文化財について町が試掘調査を実施し、遺構が発見された

場合は、通常、それを価格へ反映させるとの見解であった（不動産鑑定士ヒアリン

グ）。一方、各用地における遺構の有無を個々の用地の取得価格に反映させていく

ことは、町が一律に単価を設定した趣旨とは相反し、買収実現を遠ざける可能性を

高めることとなるから、その点を考慮し、埋蔵文化財の存在を理由に減価しなかっ

たのであれば、その判断が直ちに不合理であったとまでは言い難い。 

もっとも、埋蔵文化財の存在を減価要素として考慮すべきか否かにつき、公共用

地補償審査会で審査された形跡はなく、その他町内での具体的検討過程は明らか

とはならなかった。 
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エ 取得価格決定過程の分かりにくさ 

本件鑑定書による鑑定価格を踏まえた取得価格決定にあたって、例えば、鑑定対

象となった２地点の価格からの個別補正による各用地価格決定の要否、時点修正

の要否、埋蔵文化財の考慮の要否の点について、町と不動産鑑定士との間で認識の

齟齬が生じている。 

鑑定業務の発注者が鑑定価格をどのように活用するかは、町が合理的に判断す

べき事項であるが、上記齟齬が生じている点について、町の判断過程は明確とはい

えず、第三者から見ると非常に分かりにくいものとなっている。 

町内部に、公共用地補償審査会が組織され、平成３１年１月１５日、一律に２種

類の単価で取得価格を決定することが承認されているものの、不動産鑑定士との

見解とは異なることを正面から議論されたことは記録上確認できない。また、時点

修正の要否は質疑されたものの、その後、日を改めて議論されたことはない。さら

に、埋蔵文化財については、公共用地補償審査会において議論された形跡もない。 

また、町は用地交渉において、地権者に対し、「取得価格＝鑑定価格」との説明

を各所で行っているところ、その説明は、鑑定対象となった２地点の価格のみなら

ず、２地点以外の用地について一律に価格を設定することも不動産鑑定士の見解

（＝鑑定価格）であるかのような誤解を招きうるものであった。 

以上は、取得価格の妥当性そのものの問題ではないが、総じて、外部からみて、

鑑定価格を踏まえ、町がどのような判断過程を経て取得価格を定めたのかが分か

りにくいものとなっており、とりわけ、あえて不動産鑑定士の見解と異なる判断を

した過程が判然としない。 

町は、本件鑑定書を踏まえ、公共用地補償審査会等において、特に、不動産鑑定

士の見解と異なる上記諸点を明示的に取り上げ、実質的な議論を行うべきであっ

た。 

 

(4) 検証委員会による価格調査 

   ア 価格調査の結果 

町は、事業用地の取得費用総額として、５億５２２９万７２９０円を支出してい

る。本件は任意買収事案であって全地権者の合意を得ることが不可欠であるとし

ても、町の公金を支出する以上、その支出した金額が不当に高くないかを検証する

ことは、町にとって有益である。 

そこで、検証委員会は、参考値を得る程度にとどまるものであるが、本件におけ

る取得費用総額の妥当性を判断する一材料として、別途不動産鑑定士に対し、価格

調査を依頼した。 

価格調査は、町の用地取得時である令和３年３月時点を調査時点とし、現況田等

としての現状を所与とし、道の駅事業用地全体を一括で取引すること等を前提と
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して実施した。そのため、本件鑑定書とはその前提条件が異なるものであるが、そ

の結果、調査価格は７億６１００万円（２０，６００円／㎡）であった。もっとも、

埋蔵文化財の本発掘調査や水路付け替えの減価要素が発生する可能性があり、そ

れらを考慮すれば、さらに割安な水準となるとの分析であった。 

 

   イ 価格調査結果を踏まえた所見 

価格調査は、参考値に過ぎず、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価とは異なり、

あくまでも不動産鑑定評価基準に準じて、簡易な手法によって、およその価格を把

握するためのものである。また、その前提条件は大きく異なることからも、鑑定に

よる単価と価格調査による単価は単純比較できない。 

もっとも、町が用地取得に要した費用総額と調査価格総額だけを比較すると、町

の取得費用総額が低い結果となっており、埋蔵文化財の本発掘調査等の減価要素

を考慮するとしても、町が用地取得のために、不当に高額に支出した可能性は低い

と言えよう。 

 

(5) 小括 

以上のとおり、本件鑑定書は鑑定業務委託契約書及び仕様書に基づき、公共用地

の取得に伴う損失補償基準に則ったものでありその内容に不合理な点はなかった。 

また、上記価格調査の結果からも、取得価格が不相当に高いと言える事情は検出

されなかった。 

町は、取得価格決定にあたって、鑑定価格からの個別補正や時点修正、埋蔵文化

財の考慮などを行っていないが、任意買収事案として全地権者から合意を得ること

が不可欠であること等に鑑みれば、明らかに不合理であると判断することはできな

い。もっとも、これらの点について、町の判断過程には不透明さが残るものであっ

て、公共用地補償審査会等において実質的な議論を行うべきであった。 
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第４章 事業遂行上のリスク管理のあり方 

 

第１ 事業の遂行判断時におけるリスク・コントロール 

自治体が一定の政策判断に基づき事業を遂行する場合、いかに精緻な事業計画を策定し

たとしても、事業が将来に向かって行われるものである以上、事業計画との齟齬が生ずる

ことは避けられない。そのため、事業計画と実際に行われた事業の結果との間に一定の齟

齬が生ずること自体は、それが事前の想定を超えるものでない限り、事業遂行に伴う不可

避の事象として捉える必要がある。齟齬が生じたことに対する事後的な検証においては、

事業計画の段階において、あらかじめ、どの程度の齟齬が生ずることを想定していたかが

問われることになる。 

また、事業遂行の過程において生じた事象により、事業計画が大幅に変更せざるを得な

い場合や、事業の実施それ自体を見直す必要が生じる場合もある。とくに、自治体が事業

を遂行する場合は、任期ごとに首長が選出される仕組みのもとで行うことになるから、次

期の首長の政策判断が現在の首長の政策判断と異なる内容となる可能性は、常に内在して

いることになる。そのため、制度上内在する事象の発現に対し、事前の対処を検討する必

要はないという考え方もあり得る。実際にも、首長の交代可能性を念頭に政策判断を行う

ことが現実性を欠く場合もあると考えられる。しかし、首長の交代に伴う政策変更の可能

性を一切考慮しなくてよいと断定することも困難である。少なくとも、理論上は、首長の

交代に伴う政策変更の可能性は、あらかじめ検討すべき対象にはなり得るが、それを現実

的にどの程度検討するべきであるかは、政策判断の時期やその時点における政策に対する

賛否の状況、政策変更に伴い生ずる町の負担状況等によって総合的に判断すべきことであ

る。 

事業に伴う「リスク」とは、事業遂行過程において、事業内容に対し変動を生じさせる

事象が発現することの不確実性である。事象の発現が確実なのであれば、それが事業に対

し極めて大きな影響を与える事象であったとしても、あらかじめ計画に織り込んで対処す

ることが可能となるという意味において、事業にとっての「リスク」ではない。事業に対

し「リスク」があるという場合の「リスク」とは、事業内容を変動させる事象が発現する

ことの「不確実性」であり、「不確実性」こそがリスクの本質的部分である。 

一言で将来の「不確実性」といっても、事業にとって「正」の影響をもたらす事象から

「負」の影響をもたらす事象まで様々な事象の存在が想定される。しかし、主として問題

とすべきは「負」の影響をもたらす事象の発生とその蓋然性である。したがって、将来の

リスクをコントロールするという観点から捉えた場合は、「負」の影響をもたらす事象の

発生やその蓋然性をどのようにコントロールするかが検討課題となる。 

もっとも、リスクの本質が不確実性にある以上、「負」の影響をもたらす事象による影響

をゼロにすることは不可能である。自治体に限らず何らかの事業を遂行する場合、事業に

対する「不確実性」は必ず存在する。その意味において、リスクのない事業遂行はあり得
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ないが、このことは、リスクへの対処が無意味であり不要であることを意味するものでは

ない。むしろ、事業の遂行判断は、将来の不確実性に対しどのような対処が可能であるか

を十分に見込んだ上でなされる必要がある。 

以上によれば、事業のリスク＝不確実性への対処は、発現するかどうかは不確実であっ

ても、事業に対し影響を及ぼす事象をあらかじめ広く抽出した上で、①そういった事象が

発現する確実性の程度を低減させること、②現に事象が生じた場合の対処方法をあらかじ

め検討しておくことに集約することができる。 

本件を事業遂行上のリスク・コントロールという観点から捉えた場合、事業用地を取得

することに伴うリスクに対し、町はどのような対処をしていたのか、町による対処は適切

であったか、他に取り得る対処方法はあったのかが問われることになる。 

 

第２ 事業用地を取得することに伴うリスクに対する事前の対処 

１ 事業用地取得に伴うリスク 

本件道の駅移転事業を遂行するにあたり、町が事業用地を取得した後に事業者が選

定されず事業遂行が困難となった場合、取得した事業用地を当初の予定どおりに活用

することは不可能となる。 

また、事業用地を取得する以前において、町では、本件道の駅移転事業を進めること

に関し、賛否の意見が分かれている状況であったから、仮に、次期の町長選挙において、

道の駅の移転に反対する町長が当選し事業撤退を表明した場合、この場合も取得した

事業用地を当初の予定通りに活用することはできなくなる。 

このような場合、通常は、事業用地を他の用途に転用することを検討したり、事業用

地を他に売却することを検討するなどして、町に財産的損害が生ずることを可能な限

り回避する措置を講ずることになる。しかし、本件の事業用地は市街化調整区域内にあ

る農地であり、都市計画法上の規制に加え、農地法上の規制が存在する。事業用地がこ

のような規制下にあることは、町は当然に把握しているから、事業用地を取得した後に、

何らかの事情により事業遂行が困難となり、結果として土地活用ができなくなるとい

う事態は、町が回避すべきリスクとしてとらえる必要があった（以下、当該リスクを「事

業用地取得に伴うリスク」という）。 

 

２ リスクに対し影響を及ぼす事象の抽出 

町が事業用地取得に伴うリスクを回避するために、町が検討すべきことは、回避すべ

きリスクに対し影響を及ぼす事象（リスク発生原因）の抽出である。道の駅移転事業が

何らかの事由で中止となった場合、事業用地取得に伴うリスクは必ず発現することに

なるから、理論上は、道の駅移転事業が中止となる要素のすべてがリスク発生原因とな

る。 

しかし、リスク発生原因には自ずと発現可能性やリスクに対する影響度に違いがあ
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るのであり、すべてのリスク発生原因をもれなく抽出し、そのすべてを検討するのは現

実的ではない。町としては、事業用地取得を判断した時点又は事業用地を実際に取得す

る前の時点において、道の駅移転事業が中止となる要素として、発現可能性が高く、ま

た影響度が大きいと考えられる発生原因を取り上げて、それへの対処を検討する必要

があった。 

 

３ 本件において抽出すべき事象 

(1) 適切な事業者の選定ができないという事象 

本件道の駅事業は、選定された事業者が運営を担う方式を予定していたから、道

の駅事業の遂行には適切な事業者の選定が必要不可欠となる。しかも、事業者の選

定は入札により行われるから、入札に応ずる事業者がない場合は、事業者を選定す

ることは不可能となる。この場合、事業内容や入札条件を変更して再度入札を行い

事業者の選定手続をやり直すことは考えられるが、それでも事業者の選定ができな

かったという場合は、ＰＦＩ事業として道の駅移転事業を遂行することは不可能と

なる。 

このように考えると、事業者の選定が適切に実施できるか否かは、道の駅事業の

遂行にとって極めて重要な要素であり、また、事業者選定ができない事態が生ずる

可能性は否定しきれないから、このことは、町があらかじめ抽出し検討対象とすべ

きリスク発生原因であったと考えられる。 

 

  (2) 町長交代に伴い政策変更が生ずる場合 

本件道の駅事業に関しては、令和３年３月に事業用地が取得されたが、その時点

において、約半年後には町長選挙の実施が予定されていた（ただし、実際の町長選

挙は、当時の町長が６月に辞任を表明したことにより７月に前倒しされた。）。事業

用地を取得した時点において、町は、町議会における議論状況（およその賛成・反

対の見込み）は把握していたと思われるところであり、町民にも相応の反対の意見

があることは把握していたはずである。 

これらの状況からすれば、近い将来において実施される町長選挙において、道の

駅移転事業の凍結又は撤退を政策として掲げる町長が当選し、政策変更が生ずる可

能性があることは、少なくとも理論上は、町があらかじめ抽出し検討対象とすべき

リスク発生原因であったと考えられる。 

 

４ リスク発生原因に対する事前の方策 

抽出されたリスク発生原因に対し、町があらかじめ取り得る方法は、①リスク発生原

因の発現可能性を低減させる方策をとるか、②リスク発生原因が発現した場合でも町

に悪影響が生じないための方策をとるかのいずれかである。 
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(1) リスク発生原因の発現可能性の低減 

ア 適切な事業者が選定できるか否かに関し、①リスク発生原因の発現可能性を低

減させる方策、すなわち、入札の結果適切な事業者が選定される可能性を高める

ための方策としては、入札への参加意向を示した事業者に広く入札を打診するこ

とが考えられるほか、事業内容や町と事業者のコスト負担割合の見直し等を通じ、

より多くの事業者が入札を希望するような条件を検討することが考えられる。町

としては、できる限り多くの事業者が入札する条件を整える必要があり、そのよ

うな方策をとることで、適切な事業者の選定可能性が高まることになる。検証委

員会において町が実施した方策に対する評価はできないが、これらの方策は、す

でに町が実施してきた内容であると考えられる。 

若干議論を複雑にしている事情として、町が用地取得を先行する判断をしたこ

とは、事業用地取得に伴うリスクを発生させた直接の原因である一方で、用地取

得を先行したことが事業者の参入可能性を高めているということがある。すなわ

ち、町としては、事業者が参入しやすい環境を整えるため、用地取得を先行する

判断をしたのであるが、それが同時に、事業用地取得に伴うリスクを発生させた

ことになる。両者の関係性をより精緻に議論しようとすれば、参入可能性のある

事業者の中で、用地取得が未了であることが参入障壁となっていた事業者がどれ

くらいあったのかを調査し、参入障壁を取り払うことにより得られる利益（より

多くの事業者が入札に参加し、適切な事業者を選定できる利益）に対し、事業用

地取得に伴うリスクは見合っていたといえるのかを議論する必要があるが、検証

委員会に与えられた情報のもとで、これに対する結論を出すことは困難である。 

 

   イ 道の駅移転事業に反対する立場は、相当のコストを投入する道の駅移転事業に

関する町の従前のコスト見通しが適当ではないため、道の駅移転事業は、町の将来

負担を増大させる原因となるということを懸念するものである。反対派の懸念は、

立場の違いによる評価はあれども、相応の根拠のある懸念であると考えられる。 

     しかし、令和３年３月ころの状況は、賛成・反対いずれかの意見が圧倒的に優位

であるという状況ではなく、来るべき町長選挙においていかなる選挙結果となる

かを予想することは困難な状況であり、少なくとも、明らかに反対派の町長が当選

することが確実視されていた状況ではなかった。また、選挙の結果に対する町によ

る事前の対処は、選挙という事の性質上考え難い。したがって、この場合、リスク

発生原因の発現を低減させる方法は見当たらないということになるから、ここで

の具体的な対処としては、むしろ、「選挙実施前」ではなく、「選挙実施後」に用地

を取得するべきであったか否かを検討することになる。ただし、このことを実際に

検討する必要があるのは、後述のとおり、かなり例外的な場合に限られると考えら
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れる。 

 

(2) 町に悪影響を生じさせないための方策 

ア ①の次には、②リスク発生原因が発現した場合でも町に悪影響が生じさせない

ための方策として、町がどういった方策をとり得たかを考えることになる。 

②を検討する際の具体的場面は、例えば、事業用地を取得したが、入札の結果適

切な事業者が選定されず、道の駅移転事業の遂行が不可能となり、先行して取得し

た事業用地を道の駅事業のために活用することは不可能となったという場面であ

る。事業用地を取得するということは前提事実であるから、その判断の適否をここ

では問わない。むしろ、先行取得リスクが発現することはいわば想定の範囲内とし

た上で、これに対し、町はいかなる事前の方策を講ずることができたかを考える必

要がある。 

この点は、項を改めて、５(1)において検討する。 

 

   イ これとは別に、上記４(1)イに関連して、事業用地を取得するとしても、来るべ

き選挙結果を待った上で取得するという選択肢も理論上はあり得たはずである。

この場合は、令和２年度中に事業用地を取得するという判断を前提とするリスク・

コントロールという議論（５(1)）とは前提状況を異にするものであるから、両者

を単純に並列して議論することはできない。しかし、本件が上記４(1)イにおける

例外的場合にあたるとした場合、町は、選挙後の取得という選択肢に対する検討も

行っておく必要があったと考えられる。そのため、この点についての考え方を５

(2)において検討する。 

 

５ 町が事前に取り得たと考えられる方策 

 (1) 買戻し条項の活用 

ア 本件の用地交渉経緯の特殊性として、町と地権者との間では、事業者との間で基

本協定が締結できた場合にはじめて売買契約に向けた手続を進めるという条項、

及び事業者との間で基本協定が締結できない場合は覚書を解除する旨の条項を含

む覚書が締結されていたという事情がある。すなわち、覚書において、地権者は町

に対し土地を売り渡すことを確約しつつも、具体的な手続を進めるのは事業者と

の間で基本協定が締結された場合に限るということが了解されていた。 

このような町と地権者との間で成立した覚書の内容を踏まえて考えた場合、事

業遂行上の政策判断により、用地取得を先行させるという方針が採用された場合

であっても、地権者との間においては、事業者との間で基本協定の締結に至らなか

った場合は先行してなされた土地売買契約は解除する、又は、町は買戻しを請求す

ることができる旨の条件を付けることは、理論上は可能であったと考えられる。 
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ただし、この点に関しては、覚書に基づく合意のうち、事業用地の売買に関する

条項は、事業者との間で基本協定が締結される等の条件が整った場合に、「土地売

買契約の締結作業に移行するものとする」との文言となっており、改めて、土地売

買契約を締結することが予定されているため、覚書に基づく合意は、当事者間の権

利義務を一義的に規律するほどの拘束力を有するものではなかったとの事情もあ

る。すなわち、覚書にはそれほど強い法的拘束力はないと考えられるため、かつて

地権者との間で覚書を取り交わしたからといって、町が用地交渉上強い立場で地

権者との交渉を進めるのは難しいという判断に至ることもあり得るところである。 

 

イ 実際の用地交渉においては、個々の地権者から町に対し様々な要望や意見が寄

せられており、これらの要望や意見に対応するだけでも町担当課には相当な苦労

と困難があったことは十分に理解できるところである。用地交渉の経過を記録し

た資料においても、交渉の困難さ、複雑さが随所に見て取ることができる。これら

の経過にかんがみると、町担当課が回答するように、実際の用地交渉において、か

つて覚書の締結があったとはいえ、各地権者に対し、売買契約の締結にあわせて買

戻し条項を盛り込むことの承諾を得ることには相当の困難が伴った可能性はある。

しかも、一部の地権者との間で買戻し条項の了解は得られたが、他の一部の地権者

との間では了解が得られないといった事態が生ずることは適当ではなく、町とし

てはあくまでも地権者間の平等にも配慮する必要がある。また、実際上も、一部の

地権者との間でのみ買戻し条項の合意ができたとしても、現実に買戻しを実行す

る際のことを考えると、一部の土地の買戻しが実行されるに留まるという結果で

は、町のリスク回避手段として実効性に欠くことになる。このように考えると、買

戻し条項の活用は、現実的な意味での実効性に疑問が残る方策ではある。 

しかし、少なくとも覚書を締結した時点においては、各地権者が町に対し上述の

ような条件のもとで土地を売却する意向を示したことは事実であり、地権者との

関係では、覚書において示した意向の範囲内のこととして、町が解除や買戻しの条

件を求めることは、結果的に実現困難であったとしても、あり得る対応であったと

考えられる。 

 

ウ 検証委員会は、本件の用地交渉経緯の特殊性を踏まえて、事業用地取得に伴うリ

スクへの対処として、町は買戻し条項を活用するなど、地権者との間で、先行取得

に伴うリスクが発現した場合の契約上の措置をあらかじめ十分に検討しておく必

要があったと考えている。実際の用地交渉事務の状況を踏まえた検討の結果とし

て、すべての地権者との間で買戻し条項を盛り込むことは不可能であると判断し

て、契約上の措置をとることを断念する結果になる場合であっても、その結果に至

るまでに十分な議論と検討がなされたかどうかが重要である。 
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今回の調査において検討した資料の中には、これらの議論と検討の過程を記録

した資料がなく、変更合意書において従前の条件を白紙撤回するとした判断に至

る経過を検証することはできなかった。しかし、事業用地取得に伴うリスクへの対

処として、覚書で取り交わされた条件の存在はきわめて重要な内容であり、これを

すべて撤回するという判断をする以上、その判断の理由や議論のプロセスは明確

にされておくべきである。結論自体に変わりがない場合であっても、重要な政策判

断に伴う変更事項に関しては、その検討プロセスを明確に残すことはきわめて重

要なことであると考える。 

 

  (2) 選挙実施後の取得 

   ア 本件では、町長選挙により道の駅移転事業に反対する公約を掲げた現町長が当

選し、道の駅移転事業は、事実上凍結された状況にある。そのため、現在、町が取

得した事業用地は、当初予定された活用目的では活用できない状況となっている。 

事業用地を取得するという判断は、およそ、令和２年１１月までの時期（第２回

目の地権者説明会の前の時期）になされたと考えられる。その時点において、約１

年後には前町長の任期が到来し町長選挙があることが見込まれる状況にあり、ま

た、実際に事業用地を取得した令和３年３月時点においては、さらに選挙が近づい

ている状況にあった。また、道の駅の移転をめぐっては、議会や町民の間において

も、賛否両論がある状況であった。 

 

   イ 地方自治法では、４年の任期ごとに首長の選挙が行われることとされているか

ら、首長の交代により政策の変更があることは制度上必然的に生ずる事項である。

首長の交代により、従前の政策がすべて変更になることはないとしても、一定の重

要性を有する事業や町議会等で賛否が分かれる事業に関しては、首長の交代によ

って大きく事業の方針転換が図られることは、全国多くの自治体で見られること

である。 

政策や事業の方針が大きく方針転換された場合、これまでの政策や事業の方針

に基づいて実行されたことが不要になるか、場合によっては無駄になることもあ

り得る。しかし、そういった不要や無駄なことが生ずることは、政策や事業の方針

転換が民意に基づき合理的な判断により行われる限り、地方自治法が想定する事

態として捉える必要がある。 

 

   ウ 他方、本件を事業用地の取得という判断に対するリスク・コントロールという観

点でみた場合、取得の時期として、選挙「後」の町の体制を踏まえて事業用地を取

得するという判断も、少なくとも理論上の選択肢としてはあり得たのではないか

と思われる。 
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これに対しては、選挙による将来の政策変更の可能性を考慮し始めるとなれば、

すべての政策判断には変更可能性が付きまとうのであり、およそ政策決定が不能

となるという意見もあり得る。また、実際にも、用地取得に関しては、議会の議決

を経ているのであり、議会においても、近い将来に町長選挙があることは認識の上

で、選挙前の時期における取得を議決した以上、取得時期が選挙前であったことが

問題となる余地はないとする考え方もある。 

たしかに、一定の周期で首長や議会の選挙が行われ、各時点での選挙の結果を踏

まえた政策変更があり得ることは、もともと地方自治制度上予定された事項であ

る。そのため、事業用地を先行取得する判断をした時点において、後に行われる選

挙によって事業の方向性が大きく変わる可能性が相当程度見込まれていた場合に

は、選挙後に事業用地を取得することを具体的に検討する必要があったというこ

とになるが、それはあくまでも例外的な場合に位置づけられることになる。 

本件では、道の駅移転事業に対し議会や町民の中にも反対意見はあったものの、

事業用地を先行取得する判断をしたと考えられる令和２年１１月ころの時点にお

いて、後に行われる選挙の結果によっては事業の方向性が大きく変わることが見

込まれた状況であったとまではいえない。また、その後、令和３年３月に入札公告

を行った時点においても、選挙の結果によって事業の方向性が大きく変わること

が見込まれるような状況に変化していたわけでもなかった。 

以上からすれば、事業用地取得に伴うリスクに対する対処として、選挙後の取得

という方法は、理論上は考えられたものの、本件の経緯を踏まえた場合、現実的に

考慮すべき方法であったということまではできない。 
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第５章 総括 

 

第１ 事業用地を先行取得したことについての調査結果 

道の駅事業の推進派であった当時の町長の政策的立場を前提とすれば、道の駅事業を進

めるために、町が、民間事業者の決定前に事業用地を取得することを判断したことは、必

ずしも不合理な判断であるとはいえない。事業用地の取得にあたっては、町議会において

相応の議論がされた上で議決を経たことからすれば、民間事業者の決定前に事業用地取得

を先行するとの町の判断について、議会の監視・統制機能が発揮されなかったということ

もできない。 

しかし、議会における議論の過程において、執行機関側からの説明が丁寧さに欠けてい

た面は否定できない。本件が町において賛否の分かれる重要な議案であったことにかんが

みると、執行機関側は議決の前提事項についてより丁寧な説明をすることが望ましかった

といえる。 

 

第２ 事業用地の取得価格についての調査結果 

取得価格決定の際に参照された本件鑑定書は、公共用地の取得に伴う損失補償基準に則

って作成されており、その内容に不合理な点は見当たらなかった。また、検証委員会が委

託し実施した価格調査の結果からみても、町による取得価格が不相当に高いとする事情は

認められなかった。 

町は、取得価格決定にあたって、本件鑑定書による鑑定価格からの個別補正や時点修正、

埋蔵文化財の考慮などを行っていないが、本件が任意買収事案として全地権者から任意の

合意を得ることが不可欠であったこと等にかんがみれば、これらが明らかに不合理である

と判断することはできない。 

しかし、鑑定価格に基づき取得価格を定めた町の判断過程は必ずしも明らかであるとは

いえない。町としては、鑑定価格から取得価格を定めるまでの検討を公共用地補償審査会

において行うなど、判断過程を明確にしておくべきであった。 

 

第３ 本件におけるリスク・コントロールのあり方 

町が事業用地を取得した後、何らかの事情により道の駅移転事業の遂行が困難となった

場合、事業用地を当初の目的どおりに活用することができなくなる。事業用地取得に伴う

リスクへの事前の対処として、町は、適切な事業者の選定ができないという事象をリスク

発生原因として抽出した上で、①リスク発生原因の発現可能性の低減、②リスク発生原因

が発現した場合でも町に悪影響が生じないための方策を検討する必要があった。 

そのうち、①については、適切な入札条件を整えた上で多くの事業者に入札参加を打診

するなどの方法が考えられるが、これはすでに町において実施された方策であると考えら

れる。 



53 

 

②については、町が地権者から事業用地を取得する際、売買契約に買戻し条項を追加す

る方法が考えられる。売買契約に先立ち、町は地権者との間で、基本協定が締結できた場

合にはじめて売買契約に向けた手続を進める、基本協定が締結できない場合は覚書を解除

するとする覚書を締結していたから、売買契約の際にも同様の条項を追加することは、理

論上は可能であったと考えられる。ただし、覚書にはそれほど強い法的拘束力があったわ

けではないこと、一部の地権者との間で買戻し条項の了解を得るだけでは不十分であるこ

とからすれば、買戻し条項は、事業用地取得に伴うリスク回避手段として実効性に疑問が

残る方策ではあった。 

町が事業用地を取得する際、地権者との間で変更合意書を締結して覚書で取り決めた条

件を白紙撤回するとした判断に至る経過は記録上明確ではなかった。買戻し条項を追加せ

ず覚書の内容を白紙撤回して売買契約を取り交わすとする結論自体に変わりがない場合

であっても、事業遂行上の重要な変更事項に関しては、検討過程を明確にすることはきわ

めて重要であるといえる。 

以上 

 



（別紙）

年月日 用地取得に関わる事項 事業者選定に関わる事項 その他出来事

H29.7
道の駅いながわ活性化基本計画（平成29

年7 月版）を策定。

H29.4～５

官民連携可能性調査を実施。

PP P /P F I 事業としての実現可能性に関する民間企

業ヒアリングが行われる。

H29.10
民間事業者ヒアリング（基本計画を基にした意見交

換、進出意向調査）を実施。（H30.1まで）

H30.6～７
マーケットサウンディング（民間事業者への説明会の

開催、個別ヒアリング）を実施。

H30.8.6
用地鑑定委託業務（平成２９年度繰越事業）について内部決裁

を経て、町は不動産鑑定士との間で委託契約書を締結。

H30.9.26
不動産鑑定士から鑑定評価書が町に提出される。

（価格時点：平成30年9月1日）

H31.1.15

第４回公共用地補償審査会が開催される。不動産鑑定評価の結

果をもとに、公共用地補償審査会において審査し、用地購入費

の単価を最終決定。

H31.1.26
第１回猪名川町道の駅整備事業地権者説明会。

地権者に対し、単価が提示される。

R1.6.4

いながわ創生対策特別委員会が開催される。

町と公募において選定された事業者間で事業に対する基本協定

を締結後に用地を取得する旨、説明される。

R1.6.11
町と地権者の間で、事業用地取得のための覚書の取り交わしが

スタート。（R1.12.23まで）

R1.12.23 覚書の取り交わしが完了。

R2.1.22

実施方針、業務要求水準書（案）を公表。

実施方針には、事業用地のうち民有地は事業契約締結前までに

売買契約予定と明記。

埋蔵文化財の確認調査につき、令和2年10月頃に調査を実施す

る予定とされる。

R2.2.25

本件土地の取得に係る用地購入費を含む令和2 年度猪名川町一

般会計予算（案）を令和2 年3 月町議会定例会に提出し、採決

の結果、賛成多数で可決。

R2.4.7
新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴う緊

急事態宣言が発令される。

R2.5.8
新型コロナウイルス感染症拡大により、PF I 事業者

募集の延期を発表。

R2.11.13 第2回猪名川町道の駅整備事業地権者説明会。

新型コロナウイルス感染症の影響等に伴う本件事業の

参加意向の確認及び事業内容や条件見直しの必要性を

把握するため、民間事業者アンケートを実施。（～

R2.11.26）

R3.1.25
町と地権者との間で覚書の内容に関する変更合意書が締結され

る。

R3.2.16
・町と地権者との間で土地売買仮契約書が締結される。

・事業対象地での試掘作業開始（～2月24日）。

R3.2.19

公募条件の見直しの中で温浴施設の代わりに屋外施設

を導入すること、その見直しによる事業費等の変更、

令和２年１１月実施のアンケート調査の結果等を地域

振興部産業労働課が行政報告。

R3.2.22
実施方針（改訂版）及び業務要求水準書（改訂版）（案）を公

表。

R3.3.1 入札公告及び入札説明書を公表。

R3.3.12

第４０４回猪名川町議会定例会において事業用地取得にかかる

議案が上程され、可決されたことにより、各地権者との間で締

結した土地売買仮契約が本契約となる。

R3.3.24 事業用地の地権者に対する売買代金の支払いが完了。

R3.3.31 猪名川町遺跡文化財調査報告書が発行される。

R3.4.9
第一次（資格）審査に関する質間に対する回答を公

表。

R3.5.7
入札参加資格確認申請のあった1グループの入札参加

資格を確認。

R3.5.14
第二次（提案書）審査に関する質問に対する回答を公

表。

R3.5.18
要求水準等入札条件に関する事項等について、入札参

加者との個別対話を実施。

R3.6.18 前町長辞任

R3.7.9
入札参加資格のあった1グループから入札辞退届が提

出されたことを受け、入札が中止となる。

R3.7.13 町長選挙告示

R3.7.18 岡本町長当選

R3.7.19 行政報告として入札中止を議会に報告。

R3.10.1 検証委員会発足


