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住民監査請求監査結果 

 

第１ 監査の請求 

 １ 請求人 

    省  略 

 

 ２ 住民監査請求書（以下「請求書」という。）の提出 

    平成 30年４月 16日 

 

第２ 請求の要旨 

    請求人が提出した請求書による請求の趣旨と事実を証する書面は、次

のとおりである。なお、請求の趣旨については、請求書記載の内容を原

文のまま記載している。 

 

 １ 請求の趣旨 

    今治市における学校法人加計学園の獣医学部建設に関し、今治市が加

計学園と締結した「岡山理科大学今治キャンパスに関する基本協定書」

に基づく、同学園への補助金の差し止めと「解除条件付土地無償譲渡契

約書」による同学園への市有地の無償提供の返還を地方自治法第 242 条

第１項に基づき、別途資料添え、求める。なお今治市は、この件で発生

した今治市の損害を今治菅良二市長に請求することを同時に求める。 

 

 ２ 事実を証する書面 

（１）平成 30年４月号月刊誌記事（写し）（平成 30年４月 16日提出） 

（２）今治市定例市議会議案（写し） 

（３）今治市一般会計特別会計補正予算書及び予算に関する説明書（写し） 

（（２）及び（３）は平成 30年４月 25日提出） 

 

第３ 請求の受理 

    本件請求は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「法」という。）

第 242 条の所定の要件を備えているものと認め、平成 30 年４月 25 日付
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けで受理した。 

 

第４ 監査の実施 

    請求人から提出された請求は、請求書を照合した結果、同一の財務会

計上の行為を対象とするものと認め、３件の請求を併合して監査を実施

した。 

 

 １ 監査の期間 

    平成 30年４月 25日から同年６月 15日まで 

 

 ２ 監査対象部局 

    企画財政部企画課 

 

 ３ 請求人の陳述 

    法第 242条第６項の規定により、平成 30年５月９日に請求人に陳述の

機会を与えた。なお、陳述書及び証拠の追加提出はなかった。 

 

 ４ 請求の内容 

請求書及び請求人の陳述に基づき、請求の理由を次のように解した。 

（１）今治市（以下「市」という。）は、学校法人加計学園（以下「学校法人」

という。）が実施する獣医学部を核とした岡山理科大学今治キャンパス

（以下「今治キャンパス」という。）開設事業に対し、今治市大学立地事

業費補助金（以下「補助金」という。）として、今治キャンパスに関する

基本協定書（以下「協定書」という。）第５条第２項にいう獣医学部に要

する校舎建設費（設備及び外構工事を含む。）及び獣医学教育に必要な備

品等の取得に要する費用（以下「補助対象経費」という。）192 億円の２

分の１に当たる 96億円を限度額に、複数年に分割して交付することを決

定（以下「補助金交付決定」という。）し、平成 29 年度補助金として 41

億 9,496万５千円を支出するための予算を、平成 29年度３月補正予算に

計上した。 

    しかし学校法人は、競争入札を行わず１者に今治キャンパスの建設工
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事を発注し、補助対象経費は192億円に満たない額となっている。また市

は、補助対象経費を精査せず、さらにＡ市が誘致したＢ大学の現状など

の調査も行っておらず、私企業への公金流用につながる疑念もあるため、

補助金交付決定や補助金の支出を行ったことは違法又は不当である。 

 

（２）学校法人が獣医学部を新設するには、文部科学大臣による学部の設置

認可（以下「設置認可」という。）が必要であるが、解除条件付土地無償

譲渡契約書（以下「譲渡契約書」という。）を締結し、市が今治キャンパ

スに供する土地を設置認可前に学校法人に無償譲渡したことは、違法で

ある。 

    なお、譲渡契約書は本契約となって１年が経過しているが、譲渡契約

書には所有権移転後は速やかに所有権移転登記を行うと規定されており、

所有権移転登記をもって所有権が移転したと考えられる。つまり住民監

査請求の請求期間の起算日は所有権移転登記日の平成 30年２月５日であ

り、監査請求期限である「当該行為のあった日又は終わった日から１年」

は経過していない。 

 

（３）違法又は不当な補助金支出や違法な土地の無償譲渡を行い、市に損害が

発生している。また今後も違法又は不当な補助金の支出が予定されている。 

 

５ 監査対象事項 

 （１）補助金交付決定（変更を含む。）や補助金支出に違法性又は不当性があ

るのか否か。 

 

（２）土地の無償譲渡については、当該行為のあった日又は終わった日から１

年を経過しているのか否か。１年を経過しているときは、住民監査請求が

できなかった正当な理由があるか否か。 

 

（３）補助金支出や土地の無償譲渡を行ったことにより、市に損害が発生し、

市長に損害賠償を請求すべきか否か。 
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 ６ 関係職員等事情聴取 

    法第 199 条第８項の規定により、平成 30 年５月 22 日に関係職員から

事情を聴取した。なお、同年５月８日、15日及び 18日に証拠の提出を受

け、同年５月 18日及び 29日に弁明書の提出を受けた。 

 

第５ 監査の結果 

 １ 事実関係の確認 

 （１）補助金について 

   ア 市は、補助金として 96億円を限度額とする債務負担行為予算を平成

29 年３月３日開催の定例市議会に提案し、同日、議決された。債務負

担行為の期間は平成 28 年度から平成 35 年度までとなっている。債務

負担行為調書の財源内訳には、特定財源として国（県）支出金を「愛

媛県が定める額」と定め、一般財源として「県支出金を除いた全額」

と定めている。 

   イ 平成 29年３月３日、補助金の交付に関し必要な事項を定めた今治市

大学立地事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）を制定し

た。 

     交付要綱の概要は、別紙「関係資料１」のとおりである。 

   ウ 平成 29 年３月 31 日、交付要綱第６条に基づき、学校法人から「平

成 28 年度～平成 31 年度今治市大学立地事業費補助金交付申請書」が

提出された。交付申請額は 96億円で、事業計画書、収支計算書、文部

科学大臣に提出する学部等設置認可申請書・基本計画書ほか一式、文

部科学大臣に提出する寄附行為変更認可申請書・寄附行為変更の条項

及び事由を記載した書類ほか一式が添付資料とされている。 

     同日付けで、債務負担行為予算に基づく支出負担行為書（兼交付決

定伺）を決裁し、「今治市大学立地事業費補助金交付決定通知書」によ

り、補助金交付決定が行われており、交付決定額は 96億円、補助事業

の実施期間は平成 28年度から平成 31年度となっている。 

   エ 平成 29年 11月 14日、学校法人は設置認可を受けた。 

オ 平成 30年１月 12日、後述の今治市大学設置事業専門委員（以下「専

門委員」という。）第４回連絡会において、オブザーバーとして参加の
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愛媛県より、「大学としての魅力向上に要する経費、具体的には、内装

の充実等にかかる、指定銘木、看板、寄付銘版等に対して、公金によ

る補助をどこまで認めるかについては様々な判断があり得るため、行

政としてしっかりと住民の皆様へ説明責任を果たせるよう整理をさせ

ていただきたい。」との発言があり、市は愛媛県と共同歩調をとりなが

ら補助対象経費の考え方を整理し、学校法人に対し減額の要請を行っ

た。 

   カ 平成 30 年２月 26 日、交付要綱第９条に基づき、学校法人から「今

治市大学立地事業変更承認申請書」が提出され、市は同年３月 1 日付

けで、債務負担行為予算に基づく支出負担行為書（変更）（兼交付決定

伺） を決裁し、「今治市大学立地事業費補助金交付決定変更通知書」

により交付決定（以下「補助金交付変更決定」という。）が行われてい

る。 

   キ 市は、平成 29 年度補助金として 41 億 9,496 万５千円を支出するた

めの予算を平成 30年３月１日開催の定例市議会に提案し、同日、議決

された。その後市は、同年３月 19日付けで支出負担行為書を決裁した。 

   ク 平成 30年３月１日、学校法人から「今治市大学立地事業出来高確認

依頼書」が提出され、市は同年３月５日～８日、14～16日、19日～20

日の計９日間、今治キャンパスの管理棟・獣医学部棟・獣医学教育病

院棟・体育館等で出来高確認及び書類審査を行い、出来高確認書類の

とおり工事が完成し、物品が完納されていることを確認した。 

     なお、補助対象経費に関することについて専門委員として委嘱され

ていた２名に同行を求め、現地で出来高確認が行われている。 

ケ 平成 30 年３月 20 日、学校法人から、領収書の写しその他の支払い

の確認のできる書類が添付された「今治市大学立地事業出来高確認報

告書」の提出を受け、市は、工事等の出来高と補助対象経費に要した

支払額を確認した。 

コ 平成 30 年３月 20 日、学校法人から「今治市大学立地事業費補助金

出来高払請求書」の提出を受け、同日付けで支出命令書を決裁し、同

年３月 30日、平成 29年度補助金の支出がなされた。 

（２）市の設計審査、専門委員及び獣医学部の誘致に伴う経済波及効果の算定
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について 

   ア 学校法人が平成 29 年３月 31 日に文部科学大臣に提出した寄附行為

変更認可申請書に記載した経費の算出資料となった工事費内訳書につ

いて、市は、同年６月 12日から８月 31日までの間、設計審査を行い、

工事の適正及び経済性等について審査した結果、概ね適正と認めると

の結論に至った。 

   イ 市は、獣医学部の開設に要する校舎建設費（設備費及び外構工事費

を含む。）に関すること、獣医学教育に必要な備品等の取得に要する費

用に関すること、及び大学立地事業費補助金等の獣医学部の開設に係

る支援に関すること等について、専門的見地から助言等を求めるため、

法第 174条に基づき専門委員を設置し、同年 10月３日、市長は５名を

専門委員に委嘱した。 

   ウ 設置認可を受けた獣医学部の規模に基づき、平成 29 年 12 月、市は

民間シンクタンクに委託をし直し、獣医学部の誘致に伴う経済波及効

果の算定を行い、大学施設整備における経済波及効果額は 237 億円、

学生が全学年揃う６年目以降の運営消費における経済波及効果額は 21

億７千万円との結果を得た。 

   エ 専門委員５名は、その権限に属する事務を客観的な立場から調査し、

４回の連絡会を経て、平成 30年１月、専門的な見地から調査報告書と

してまとめた。 

   オ なお前述のとおり、専門委員オブザーバーとして参加の愛媛県より

「大学としての魅力向上に要する経費、具体的には、内装の充実等に

かかる、指定銘木、看板、寄付銘版等に対して、公金による補助をど

こまで認めるかについては様々な判断があり得るため、行政としてし

っかりと住民の皆様へ説明責任を果たせるよう整理をさせていただき

たい。その結果は、座長及び委員の皆様へ報告したい。」との発言があ

り、各専門委員から異論はなかった。 

 

 （３）土地無償譲渡について 

   ア 市が学校法人に無償譲渡した土地は、平成 14 年に土地区画整理事  

業計画の認可を受けた今治新都市第２地区内にあり、高等教育施設用
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地として今治市土地開発公社及び市（今治市用地取得特別会計）が所

有していた。 

   イ 平成 28年 12月 27日開催の定例市議会において、今治市土地開発公

社及び今治市用地取得特別会計から今治市一般会計が用地を購入する

ための予算 36億 7,500万円が議決され、同日、今治市一般会計に所有

権移転並びに所管替えされた。 

   ウ 平成 29 年２月 13 日、市と学校法人との間で、協定書に基づき、譲

渡契約書が締結された。なお法第 96条第１項第６号の規定により、今

治市議会の議決を得た時に本契約となる仮契約であることが付帯条項

として記載されている。 

   エ 平成 29年３月３日開催の定例市議会に、譲渡契約書に記載された土

地を学校法人に無償譲渡するための議案「財産の無償譲渡について（高

等教育施設用地）」が提案され、同日、議決された。この議決により、

仮契約は本契約となり、譲渡契約書第４条に基づき同日付けで所有権

の移転並びに引き渡しがなされた。 

     譲渡契約書は、別紙「関係資料２」のとおりである。 

   オ 平成 30年２月５日、当該土地の所有権移転登記が完了している。 

 

 ２ 判断 

（１）補助金交付決定や補助金支出に違法性又は不当性があるのか否かにつ

いて 

   ア 法第 214 条に基づき、普通地方公共団体が債務を負担する行為をす

るには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。そ

のため市は、補助金として 96億円を限度額とする債務負担行為予算を

平成 29年３月３日開催の定例市議会に提案し、同日議決された。その

後、同年３月 31日付けで補助金交付決定が行われている。 

   イ 市は、工事の適正及び経済性等について内部で審査したうえで、補

助対象経費や手続きに関し専門的見地からの検討を行うために、専門

委員を設置した。市長から委嘱を受けた専門委員５名は、その権限に

属する事務を客観的な立場から調査し、結果は調査報告書としてまと

められている。その中で補助金交付決定は妥当であるとの評価や判断
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を得ており、補助金交付決定後も慎重に審査が行われていたと認めら

れる。 

   ウ そのうえで市は、愛媛県と共同歩調をとりながら補助対象経費の考

え方を整理し、学校法人に対し減額の要請を行い、市からの要請を受

けた学校法人は、交付要綱第９条第２項の規定に基づき補助事業変更

承認申請書を提出、その後補助金交付変更決定を行っており、補助対

象経費についても慎重に考え方の整理が行われていたと認められる。 

   エ 平成 29年度補助金の支出について、市は専門委員として委嘱されて

いた２名の協力を得る中で数日かけて現地で出来高確認を行い、学校

法人より、領収書の写しその他支払いの確認ができる書類や、補助事

業の進捗及び出来高が確認できる書類が添付された出来高確認報告書

の提出を受け確認しており、交付要綱第 16条及び法令等に基づいた処

理がなされた後に適正に支出がされている。 

   オ 設計監理業務、建屋建築工事及び備品購入等に要する費用が補助対

象経費となる。このうち建屋建築工事と備品購入等は競争入札により

事業者を決定しており、設計監理は競争入札によらずにＣ設計共同体

に発注している。Ｃ設計共同体の代表者は、学校法人が 100 パーセン

ト出資して設立された法人であり、その主な業務は建築の設計及び工

事監理、建物メンテナンスとなっている。資本金の全額を出資して設

立している商法法人たる株式会社（通常は、「外部委託会社」と呼ばれ

ている。）との間でいわゆる随意契約による契約を締結することが禁じ

られているわけではなく、本件のような短期間に完成させなければな

らない工事を確実に行うため、 設計期間を短縮し、建屋建築工事の履

行を確保することは、合理性を欠くとは認められない。 

   カ 請求人は、実際にかかった工事費が補助対象経費に満たない旨主張

するが、そのような事実は見受けることができない。 

   キ 請求人が例にあげるＢ大学の現状の調査の有無が補助金を支出する

ことの違法性又は不当性と結びつくことはないが、市は学校法人への

補助にあたり、平成２年以降に開設された複数の大学における地方公

共団体からの補助の状況調査に加え、獣医学部の誘致に伴う経済波及

効果も調査しており、請求人の主張に理由があるとは認められない。 
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   ク 以上、補助金交付決定（変更を含む。）は適正であると認められる。

また補助金の支出についても財務会計上の処理は適正に行われており、

獣医学部の設置は市の経済、財政の両面においても有益であり、違法

又は不当なものではない。 

   ケ また、市は債務負担行為に基づく補助金交付決定を行っていること

から平成 30年度以降も補助金が支出されることが予想されるが、上記

のとおり補助金に違法性又は不当性が認められないため、補助金の差

し止めを求める理由となるものではない。 

 

（２）土地の無償譲渡については、当該行為のあった日又は終わった日から

１年を経過しているのか否か。１年を経過しているときは、住民監査請

求ができなかった正当な理由があるか否かについて 

   ア 法第 242 条第２項本文は、監査請求の対象事項のうち行為について

は、「これがあった日又は終わった日から１年を経過したときは、監査

請求をすることができない。」と規定している。これは、財務会計上の

行為は、たとえそれが違法・不当なものであったとしても、いつまで

も監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るとしておくことが、法的

安定性を損ない好ましくないとして、監査請求の期間を定めた（最高

裁昭和 63年４月 22日判決）ものである。 

   イ 土地の無償譲渡は法第 242 条第１項の財産の処分にあたり、財産の

処分行為とは、その交換、売払、譲与など物権或いはその他の所有権

の変動を直接の目的とする法律行為を指す。そして所有権移転時期は、

契約時と異なるものとした特約がなければ民法（明治 29 年法律第 89

号）第 176 条に照らして契約日であり、その日をもって当該財産処分

のあった日であり、かつ、その終わった日に当たると解すべきである

（宮崎地裁昭和 57年３月 29日判例タイムズ 477号 164項参照）。 

   ウ 譲渡契約書第４条には「契約物件の所有権は、今治市議会の議決を

得て本契約となった日に、甲から乙に移転するものとする。」と規定さ

れており、所有権移転時期を契約時と異なるものとした特約があると

認められることから、譲渡契約書が本契約となった平成 29年３月３日

に土地の所有権が移転したのであり、所有権移転登記をもって所有権
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が移転したとの請求人の主張は認められない。 

   エ 従って、本件請求は財産の処分の終わった日から１年を経過してい

るので不適法となると判断し、次に法第 242 条第２項ただし書にいう

「正当な理由」の有無について検討する。 

   オ 当該行為が秘密裡にされた場合、同項ただし書にいう「正当な理由」

の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の

注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることがで

きたかどうか、また、当該行為を知ることができたと解される時から

相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものであ

る。そして、このことは、当該行為が秘密裡にされた場合に限らず、

普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客

観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を

知ることができなかった場合にも同様であると解すべきである（最高

裁平成 14年９月 12日判決）。 

   カ 今治キャンパスに供する土地を学校法人に無償譲渡するには、今治

市財産の交換、譲与、無償交換等に関する条例第３条に該当しないこ

とから、法第 96条第１項第６号及び法第 237条第２項に基づき、議会

の議決が必要となる。そのため市は、平成 29年３月３日開催の定例市

議会に、「財産の無償譲渡について（高等教育施設用地）」を提案し、

同日、議決された。議決された議案書は市庁舎本館の行政情報コーナ

ーや今治市立図書館で閲覧することができ、さらに協定書及び譲渡契

約書は同年４月 11 日に開催された市民説明会の資料として配布され、

市民説明会前の同年３月27日には市のホームページに掲載されている。

このように、土地の無償譲渡は秘密裡にされたものではなく、請求人

は、遅くとも同年４月 11日にその行為の存在を知ることができたもの

と判断する。よって正当な理由があるとは認められない。 

   キ なお所有権移転登記が速やかに行われなかった理由については、市

の説明によれば、所有権移転登記がされた後で協定書が解除されたと

きは、再度移転登記が必要となりその費用は譲渡契約書第 10条第２項

に基づき市の負担であることから、事務及び経費両方の負担軽減のた

めに、設置認可を待って手続きに着手したとのことであった。 
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（３）市が補助金支出や土地の無償譲渡を行ったことにより、市に損害が発生

し、市長に損害賠償を請求すべきか否かについて 

法第 242条第１項によれば、住民監査請求は、当該普通地方公共団体

の被った損害を補填するために必要な措置を求めることができるとあ

り、請求人は、市に諸々の損害が発生しているので必要な措置を求める

と主張する。 

  しかし、損害の具体例をあげての主張ではなく、損害賠償を市長に求

める理由となるものではない。 

 

 ３ 結論 

    学校法人に対する補助金の支出及び土地の無償譲渡に関して必要な措

置を求めている本件監査請求について、次のとおり決定する。 

 

（１）補助金の差し止めを求める請求、並びに補助金の支出による今治市長へ

の損害賠償を求める請求については、理由がないものとして棄却する。 

 

（２）土地の返還を求める請求、並びに土地の無償譲渡による今治市長への損

害賠償を求める請求については、監査期間を経過したものとして監査請求

を却下する。 

 

 

 

平成 30年６月 15日 

 

今治市監査委員  渡 辺 英 徳  

   同     野 間 有 造  
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【関係資料１】 

今治市大学立地事業費補助金交付要綱（抄） 

（目的） 

第１条 この要綱は、若年人口の確保を図り、もって地域の発展及び活性化に寄与するため、岡山

理科大学今治キャンパスに関する基本協定書第５条の規定に基づき、今治市補助金交付規則（平

成 17 年今治市規則第 53号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるとこ

ろにより、予算の範囲内で、大学立地事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付することに

関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 （補助の対象） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、今治新都市第２地区高等

教育施設用地への平成 29年内閣府・文部科学省告示第１号に基づく獣医学部を核とした岡山理科

大学今治キャンパス開設事業（以下「今治キャンパス開設事業」という。）とする。 

 （補助事業者） 

第３条 補助事業を行なう者（以下「補助事業者」という。）は、国家戦略特別区域法（平成 25 年

法律第 107 号）第８条に基づく区域計画について内閣総理大臣の認定を受け、今治キャンパス開

設事業を実施する者とする。 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に要する経

費のうち、文部科学大臣に申請する私立学校法施行規則（昭和 25 年文部省令第 12 号）第２条第

１項第６号に定める「経費の見積り及び資金計画を記載した書類」に記載する設置経費とする。 

２ 前項の設置経費において、補助金の交付決定前に実施した今治キャンパス開設事業についても

補助対象経費に含めることができる。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１の範囲内であって、予算で定める額を上限とする。 

 （補助金交付の申請） 

第６条 補助金の交付申請をする補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交

付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、学部等設置認可申請書を文部科学大臣

に提出しようとする年度の年度末までに、市長に提出しなければならない。 

 (１) 事業計画書 

 (２) 収支計画書 

 (３) 文部科学大臣に提出する学部等設置認可申請書のうち市長が必要と認める書類 

 (４) 文部科学大臣に提出する寄附行為変更認可申請書のうち市長が必要と認める書類 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める書類 

２ 略 
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 （補助金交付の決定） 

第７条 市長は、第６条の規定による補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し適当

と認めたときは、必要な条件を付して複数年にわたる補助事業の実施期間全体について補助金の

交付を決定し、交付決定通知書（別記様式第２号）により通知するものとする。 

 （遵守事項） 

第８条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

 (１) 補助事業を実施するために、必要な調達を行う場合には、原則として競争入札によらなけ

ればならない。ただし、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等

有利と認められる場合は、この限りでない。 

 (２)～（６）略 

 （変更の承認申請） 

第９条 補助事業者は、補助事業について、次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようと

するときは、補助事業変更承認申請書（別記様式第３号）に関係書類及び変更の理由を記載した

書面を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 (１) 補助金の額の変更 

 (２) 補助対象経費の 20％を超える額の増減（入札による減額を除く。） 

 (３) その他事業内容の重要な変更 

２ 前項に定めるほか、文部科学大臣に提出した学部等設置認可申請書又は寄附行為変更認可申請

書の内容に変更が生じた場合においても、同様とする。 

（補助金の変更交付決定） 

第 10 条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、

必要な条件を付して補助金の交付を決定し、交付決定変更通知書（別記様式第４号）により通知

するものとする。 

第 11 条～第 12 条 略 

 （実績報告） 

第 13 条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに事業実績報告書（別記様式第６号）に、次に掲

げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。 

 (１) 事業決算書 

 (２) 事業費等実績明細書 

 (３) 竣工検査完了報告書及び納品書の写し 

 (４) 建物その他建築物の不動産登記事項証明書 

(５) 領収書の写しその他の支払いの確認ができる書類 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める書類 
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２及び３ 略 

 （補助金額の確定） 

第 14 条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、必要に応

じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書（別記様

式第７号）により補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第 15 条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金精算払請求書（別

記様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の請求は、補助金の額が当該年度分の予算を超えるときは、その超える額を翌年度に予算

の範囲内において請求することができるものとし、以後も予算措置が継続する間において同様と

する。 

３ 補助金の請求は、請求ができる年度の末日までにしなければならない。 

 （補助金の出来高払） 

第16条 市長は、前３条の規定にかかわらず補助事業の実施上必要と認めたときは、毎年度１回に限

り出来高払（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第163条の前金払であるが、補助事業の資金

計画と完成の度合いを勘案し、適当と認める額を支払うことをいう。以下同じ。）をすることができ

る。この場合において、出来高払の額は、当該年度までにおける工事等の出来高と補助対象経費に

要した支払額のいずれか低い額（以下「出来高確認額」という。）に対する補助金の額（1,000円未

満の端数は切り捨て、既に支払いを受けた部分に相当する額を除く。）とする。 

２ 出来高払の支払は、当該年度の予算の範囲内において行うものとし、出来高確認額が当該年度の

予算を超えるときは、その超える額を翌年度の当初に支払うことができる。この場合における支払

いは、前項前段の支払回数限度に含めない。 

３ 補助事業者は、出来高払により補助金の交付を受けようとするときは、補助金出来高払請求書（別

記様式第９号）を、市長に提出しなければならない。ただし、事前に次に掲げる書類を添付した出

来高確認報告書（別記様式第10号）を市長に提出し、出来高確認額並びに当該年度において出来高

払により請求できる額についての市長の確認を受けなければならない。 

 (１) 領収書の写しその他の支払いの確認ができる書類 

 (２) 補助事業の進捗及び出来高が確認できる書類 

 (３) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める書類 

第 17 条～第 18 条 略 

 （交付決定の取消し等） 

第 19 条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定

を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているとき

は、市長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。 
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 (１) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。 

 (２) この要綱の規定により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。 

 (３) 補助事業の履行が完了しなかったとき。 

 (４) その他補助事業の施行について不正の行為があったとき。 

第 20 条 略 
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【関係資料２】 

解除条件付土地無償譲渡契約書（抄） 

譲渡人今治市（以下「甲」という。）と譲受人学校法人加計学園（以下「乙」という。）は、平成

29 年２月 13 日付けで締結した岡山理科大学今治キャンパスに関する基本協定書に基づき、土地の譲

渡について、次のとおり契約を締結する。 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（契約物件） 

第２条 甲は次に掲げる土地（以下「契約物件」という。）を、原状のまま乙に無償にて譲渡し、乙

はこれを譲り受ける。 

所 在 地 番 地 目 地 積（㎡） 

今治市いこいの丘１番３ 宅地 32,955.01 

今治市いこいの丘１番４ 宅地 10,990.65 

今治市いこいの丘１番５ 宅地 7,033.72 

今治市いこいの丘１番６ 宅地 10,263.50 

今治市いこいの丘１番７ 宅地 11,214.23 

今治市いこいの丘２番 宅地 63,137.59 

今治市いこいの丘４番１ 宅地 483.92 

今治市いこいの丘４番３ 宅地 32,183.45 

計  168,262.07 

（使用目的） 

第３条 乙は、この契約の効力が発生した日から 20年間は、契約物件を岡山理科大学今治キャンパ

スの大学校舎及びこれに関連する必要な施設の用地として使用しなければならない。 

（所有権の移転及び引渡し） 

第４条 契約物件の所有権は、今治市議会の議決を得て本契約となった日に、甲から乙に移転する

ものとする。 

２ 契約物件の所有権が移転した後、甲は速やかに、この契約に基づき契約物件の所有権移転登記

を行い、乙は、これに協力するものとする。 

３ 契約物件は、第１項に規定する所有権の移転と同時に、甲から乙に引渡しがあったものとする。 

（権利の譲渡制限） 

第５条 乙は、契約物件を第三者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。ただし、公益的な利用の

ため又は大学運営に必要となる、若しくは密接に関連する事業のために貸し付ける場合は、この

限りでない。 

第６条及び第７条 略 
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（解除条件） 

第８条 平成 49年３月２日までに平成 29年２月 13日付けで甲と乙が締結した岡山理科大学今治キ

ャンパスに関する基本協定書が解除されたときは、この契約に基づく所有権移転はその効力を失

う。 

（解除条件の登記） 

第９条 前条に定める解除条件（以下「解除条件」という。）は、不動産登記法（平成 16 年法律第

123 号）第 59 条第５号に基づく登記の目的である権利の消滅に関する定めであり、甲及び乙は当

該解除条件を登記することに承諾する。 

２ 乙は、この契約締結と同時に前項の解除条件を登記することに同意する承諾書を甲に提出しな

ければならない。 

（失効後の登記） 

第 10 条 乙は、解除条件が成就したときは、甲の指示する期日までに、甲の指示する契約物件の所

有権移転登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。 

２ 前項の所有権移転登記に必要な費用は、甲の負担とする。 

（解除条件の成就による効果） 

第 11 条 解除条件が成就したときは、乙は甲が指定する日までに契約物件に存する建築物その他の

工作物を乙の費用負担にて撤去し、原状に回復したうえで甲に契約物件を引き渡さなければなら

ない。ただし、甲が特に認めた物については、原状の回復をしないことができる。 

２ 解除条件が成就したときから乙が甲に契約物件を引き渡す日までは、乙は、契約物件を使用す

る対価相当額の損害賠償金として、月額、当該契約物件の固定資産評価額相当額の 1000分の３に

相当する額を甲に支払わなければならない。 

３ 解除条件が成就した場合において、乙は、この契約締結のために支出した費用及び契約物件に

投じた必要費、有益費等の費用並びに本件土地建物にかかる公租公課を甲に請求することはでき

ない。 

（かし担保） 

第 12 条 乙は、この契約の締結後、契約物件に隠れたかしを発見した場合であっても甲に対し損害

賠償を請求することはできない。 

（損害賠償） 

第 13 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたときは、その損害に相

当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 

（費用の負担） 

第 14 条 この契約に特別に定めるもののほか、この契約及び所有権移転登記に要する費用は乙の負

担とする。 

第 15 条及び第 16条 略 
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付帯条項 

１ この契約は、地方自治法第 96条第１項第６号の規定により、今治市議会の議決を得た時に本契

約となる仮契約とする。 

２ 甲は、今治市議会において議決が得られなかった場合において、乙に対し、いかなる責任も負

わない。 

 


