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三島市南口西街区の土地売却に 
関する住民訴訟の概要 

平成３０年８月８日 



三島駅南口西街区の位置 
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今回の売却面積 
 
①三島市土地開発公社持ち分 3,141.77㎡ 
 （登記上は3,141㎡） 
②三島市持ち分262.25㎡ 



西街区再開発事業に関わる疑念 

１）土地売却価格は適正だったのか？ 
 
２）土地売却価格決定の準拠となる不動産鑑定は客観的に行われたのか？ 
 
３）三島市土地開発公社から東急電鉄（株）への土地売却は市議会の同意を得たものだったのか？ 
 
４）三島市や三島市土地開発公社の、東急電鉄（株）への便宜供与はなかったのか？ 
 
５）「広域観光交流拠点の創出」に土地利用の目的が変更された合理的な理由があるのか？ 
 
６）地場産業の振興やにぎわいの創出、雇用の確保等、三島市への具体的な波及効果についての 
 根拠はあるのか？ 
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西街区再開発事業に関わる土地取引の経緯 

平成24年3月     UR都市機構との共同事業など頓挫（地権者の賛同が得られず）を受け、三島駅周辺グランドデザイン策定。民間企業に  
                    よる観光交流拠点開発へと方針を転換。 
 
平成28年5月25日 公社理事会で、「三島市の依頼に基づき三島駅南口西街区に所有する用地を民間企業への公募等により売却する」 
             ことが決定。同月27日、三島市長これを追認。公社と市の連名で公募要項を作成する旨指示。 
 
同年6月9日     公募要項の初案。売却価格として、土地490,825,000円、建物（観光案内所、公衆トイレ）残存価格41,584,000円を提示。 
 
同年6月28日    公募要項修正案。売却価格として、土地486,093,000円、建物（観光案内所）残存価格6,000,000円に下落。公衆トイレ 
                         残存価格については言及なし。 
 
同年7月25日    公募要項最終案。売却価格は土地465,883,770円、地質調査費用8,262,000円。建物の言及なし。     
 
同年8月25日    公募要項公表。続く9月5日開催の事業者説明会には23社が出席。 
 
同年11月30日   業者選定の審査会開催。出席したのは東急1社のみで、そのまま同社が最優秀提案事業者として合格。 
 
平成29年1月31日 東急＝三島市/公社間で「三島駅南口広域観光交流拠点整備事業用地に関する売買仮契約」締結。 
 
平成29年6月30日 当該地の都市計画の変更決定。容積率200%⇒400%に。同日上記売買契約が正式に締結。諸条件・特約は以下の通り。  
             ・使用用途は「ホテルを主要用途とする建物の用地」 
             ・ホテルの営業開始は「平成32年7月1日まで」（※オリンピック開催前まで、を想定） 
                         ・東急側は「売買契約成立日から10年間、三島市/公社の承認を得ずして売買、贈与、交換等による所有権の移転や、 
              地上権、使用賃借による権利の設定の禁止」 
             ・同期間、市/公社は「東急が上記の用途や権利の設定に違反した場合、物件を買戻しできる」とする特約が付帯され、 
              買戻しが発生した場合、東急の市/公社に対する144,300,000円の違約金支払い義務が設定された。 



西街区再開発事業に関わる土地取引の概要 
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三島市 
東急電鉄 

㈱＆㈱東急 
ホテルズ 

①H9年10月１日 4,935.16㎡売却 

②641,570,800円で「公共目的」で購入（㎡単価130,000円） 

国鉄 
清算 

事業団 

三島市 
土地開発 

公社 

③H14年 
307.35㎡売却 
（観光案内所用地） 

④42,541,547 
円で購入 

（㎡単価138,414円） 

⑤再開発事業が20年近く棚上げ 
（H24年、地権者と合意に達せず） 

三島駅南口西街区 

⑥‘ H29年6月30日 262.25㎡売却 

⑦‘ 71,050,731円で購入（㎡単価270,927円） 



西街区再開発事業に関わる土地取引に対する「住民監査請求」 
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住民監査請求とは？ 

市民が、市長や市の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為又は怠る事実が違法又は不当で
あるとして、これを証明する書面を添えて，監査委員に対し監査を求める制度。（地方自治法第242条） 

2018年1月30日に提出した、一回目の住民監査請求 

⇒①公社は異常な安価で本件土地を東急電鉄に売却し、損害を与えた。三島市長は、公社に対する管理責任がある 

・公社は、資本金700万円（＝市民の税金）全額を三島市が出資したもので、三島市長が公社の理事・監事を任命し（公有地の拡大の
推進に関する法律第16条2項）、三島市長は、公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、土地開発公社に
対し、その業務に関し必要な命令をすることができる（同法第19条1項）。 

・また、公社の役員のほぼ半分が市の職員で、公社の職員すべてが三島市の職員を兼ねていることから、三島市と公社はほぼ一体
であり、三島市長は公社が先行して取得している財産を管理する義務がある。更に、公社が解散した場合の残余財産は、三島市にす
べて帰属する（三島市土地開発公社定款第24条2項）ため、解散時に三島市が損失を被るおそれも高い。 

⇒②三島市は、売却地を更地にするため実施した付帯事業を市民税で賄っている 

・土地の売買において、残存建物の取壊し費用は買主負担（売主負担の場合は、売買価格にそのコスト分が上乗せ）となるのが常識。 

・しかし今回、東急のホテル建設のために三島市が行った「駐輪場建設、既設公衆トイレの撤去移動、三島市観光協会および観光案
内所が入居していた既設建物の解体分筆、移転した三島市観光協会と案内所の賃料」は東急に請求されず、市が負担している。 
これは「民間企業への便宜供与」に他ならず、納税者に対する裏切りでもある。 



①三島市土地公社の入札希望事業者に対する土地売却価格 
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所在 概要 面積（㎡） ㎡単価 売却（請求）価格 

一番町2602-10 土地売却価格 3,141 130,515円 409,949,269円 

面積（㎡） ㎡単価 簿価等 上記売却価格との差 

H28/3/31簿価 3,141.77 154,340円 484,900,782円 ▲74,951,513円 

当方鑑定結果 3,141 244,000円 766,404,000円 ▲356,454,731円 

これを平成28年3月31日付簿価、および当方による収益還元法に基づく鑑定結果と比較して売却損について比較すると、 

簿価から7千5百万円以上、期待収益を考慮に入れた地価からは実に3億6千万円以上安い価格で売却している。 

【参考】 地方自治法第237条第2項 
普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段
として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②三島市が市民税を使って実施した、売却地の更地化のための付帯事業 
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事業内容 実施時期 予算額 

三島駅南口自転車等駐輪場改修事業 H29年7月 ５０百万円 

三島駅南口公衆トイレ整備（撤去および新設）事業 H29年6月 ２５百万円 

観光案内所解体工事 H29年6月 １３.８百万円 

西街区の当該土地は更地渡しにて東急電鉄（株）へ売却されたが、その際に以下の附帯事業費用として、平成29年度予算が組ま
れ、または支出されている。 
 

これら費用は、本来ならば土地の買主たる東急側の負担となる。その肩代わりを三島市が行っているということになれば、これは民
間企業への便宜供与となる。 
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2018年1月30日提出の第1回目の住民監査請求に対する三島市監査委員の回答 

（2018年3月28日付） 

①公社は異常な安価で本件土地を東急電鉄に売却し、損害を与えた。三島市長は、公社に対する管理責任がある 

②三島市は、売却地を更地にするため実施した付帯事業を市民税で賄っている 

上記それぞれ、合理性を欠くものではなく、違法ないし不当性が存するものとは認められない、として、本件請求は「棄却」となった。 

ちなみに、三島市監査委員は2名だが、両名とも「公社」の理事、監事を兼任しており、利害関係が生じている。 

そうした立場の人間が公平な監査ができるのか、疑問も残る。 

⇒公社は、普通地方公共団体と異なる法人であり、地方自治法上、普通地方公共団体に関する規定は準用されない。（別法人であ
る公社が土地を幾らで売ろうとも、それは公社の勝手であり、三島市の財務会計行為とは無関係、という理屈） 

⇒これらの予算は、三島市議会において諮られ、可決されているため、法律上問題はない。 
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2018年6月25日提出の第2回目の住民監査請求の要点 

①三島市長は、三島市一番町2606番10所在の土地（以下、「本件土地」という。）3141㎡を三島市土地開発公社（以下、
「公社」という。）から買取らず、本件土地を買取って転売すれば得られた転売差益相当額の損害を三島市に与えた。 

②買い取る権利を放棄した以上、三島市長は、公社の不透明な不動産鑑定結果を鵜呑みにせず、自分たちでも評価を
行うべきであったのに、それを怠り、むしろ公社が安価で東急に土地を売却する行為に協力した。 

 

③三島市が本件土地を一旦買い取り、転売して利益をあげる権利の放棄を、三島市長は独断で決定し、議会の承認を
得なかった。 

 

いずれも、普通地方公共団体である三島市（長）の「財務会計上の行為又は怠る事実が違法又は不当である」事案と解
釈できる。 

 



①三島市の本件土地買い取り後、適正価格で転売できた権利の放棄による損害 
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・右図協定にあるように、平成9年に公社が本件土地を購入した際、同地は追っ
て三島市が買い取る旨が市＝公社間で決められていた。 

・その際の売買価格は、同じく右図協定にあるように、公社が土地を購入した時
の取得費や補償費に、直接管理費、事務費、利子を加えるものとされていた。
（平成9年時の取得費は13万円/㎡） 

・実際に公社が先行取得した土地を三島市が買い取る場合は、その時の簿価
で売買される模様。本件土地の平成27年度末簿価は15万4千円であった。 

・平成28年度に公社が三島市に土地を売却したケースは以下4件。いずれも
簿価とほぼ同額（プラス0.5～2％）での売買となっている。 

場所 売却価格（円） 売却時簿価（円） 

西間門新谷線建設事業用地 18,178,956 18,170,130 

谷田幸原線建設事業用地（徳倉2丁目） 71,602,549 71,496,872 

三島駅北口建設事業用地 67,655,951 67,550,325 

谷田幸原線建設事業用地 96,369,151 94,552,947 
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よって三島市は、以下の価格で本件土地を公社から買い取り、東急へ転売し、その差益を得る権利があった。 

①平成27年度末簿価 
（円）※㎡あたり 

②三島市買い取り額 
（左記＋２％）（円） 

③本件土地適正価格 
（円）※㎡あたり 

③―②の差額 
本件土地 
広さ（㎡） 転売による差益（円） 

１５４，０００ １５７，０８０ ２４４，０００ ８６，９２０ ３，１４１ ２７３，０１５，７２０ 

（※参考） 三島市土地開発公社による東急電鉄への本件土地の売却単価は、130,515円/㎡（409,949,269円÷3,141㎡） 

これを逸失したことにより、三島市は２億７千万円を超える損害を被ったと言える。 

ちなみに三島市は、東街区の土地については簿価（25万円/㎡）での売却を以下の通り業者に示唆している。 



市および公社は、平成27年度時点で土地の評価額を10～11万円/㎡と判断していた。 

②土地売却価格決定の準拠となる不動産鑑定は客観的に行われたのか？ 
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①既にこの時点でホテル建設を前提としている。 
 
②容積率を上げる（＝土地の資産価値を高める）設定を計画しているにもかかわらず、
単価が非常に低い。 
 
③不動産鑑定会社、一社のみの意見を採用しており、複数の鑑定士に公平性のより高
い形で資産評価を依頼していない。 
 
④当該の不動産鑑定会社から正式な鑑定結果が出されたのは、平成28年8月17日（実
地調査日は同年7月4日）であるにもかかわらず、それよりも4ヶ月早い時点で、この土地
価格が既に意思決定の準拠となっている 

当会も独自に豊富な実績を持つ不動産鑑定社に当該土地の鑑定を依頼したところ、 
・比準価格で22～23万円/㎡ 
・収益還元法で24.4万円/㎡ 
 が予測される、との結果が出た。 



【参考】土地の主な鑑定方法 
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収益還元法 

物件が将来生み出す収益力に基づいて不動産の価格を決定する方法。一般にはその物件での事業収
益を還元利回りで割って算出する。 

（例）ある不動産で事業を行い、その収益が年間７０万円、経費が２０万円だった。この差益を還元利回り（計算方法は
様々だが、三島市街地で5.2%程度、東京駅周辺が4.3%とされている。還元利回りが低い方が物件のリスクが低い＝そ
れだけ高値で売れる）5%で割ると、 

（70万円－20万円）÷5％＝1000万円（→この不動産の鑑定価格） 

＝今回のような商業目的の物件では、この方法での鑑定が一般的 

取引事例比較法 

対象不動産と場所や、面積、用途といった条件が近い物件の取引事例を多く収集し、それらの取引価格
から対象物件の個別的な事情等による補正を含めて比較評価する方法。 

＝中古住宅用物件の値決め（比準価格）でよく使われる 

原価法 

対象の不動産と同程度のものを、もう一度建築、造成した場合いくらになるか（再調達原価）を割り出し、
建築後の経過年数、残存年数から建物の価値を減じて（＝償却）現時点での価値を推定する方法。 

＝今回のような「更地」の値決めではあまり使われない 
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【参考】本件土地の各鑑定結果と近隣基準地公示価格 

公社が依頼した不動産鑑定士
による評価額 

⇒126,000円/㎡ 

当会が依頼した不動産鑑定士
による評価額 

⇒244,000円/㎡ 

三島市一番町15-21公示価格 
⇒306,000円/㎡ (H29) 
308,000円/㎡ (H30) 

三島市持ち分（一番町2606-12/ 
262.25㎡)の東急への売却価格 

⇒270,927円/㎡ 



(参考）三島市側が準拠とした不動産鑑定書（全36頁、一部を抜粋） 
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民間企業の便宜のため、三島市が 
土地用途を変更している 

（容積率が倍増） 

調査日がH28/7/4、鑑定評価を行ったのがH28/8/15 
しかし前述通り、H28/3/31に既に㎡11～12万という 

数字が市主導で独り歩きしている 
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① 

収益還元法での算出材料が、以下の通り実態
とかけ離れている。 
 
①3141㎡の土地なのに、建築対象の地積が
150㎡しかない 
 
②基準建ぺい率100％なのに、建築面積は80
㎡しかない（地積×53％）。※本件土地の実際
の建ぺい率80％と比較してもまだ低い 
 
③基準容積率400％なのに、延床面積は240
㎡しかない（地積×160％） 
 
④高層ホテルの建築が用途であるはずなのに、
建物は３階しかなく、しかも１階が店舗、2-3階
が事務所と、低収益の目的物となっている 
 
⑤未収入期間が丸1年となっているが、建築面
積80㎡、3階建ての建物の建築に1年もの時間
を要するだろうか？ 
 
対象の土地・建物自体を小さくし、目的外の用
途を設定し、常軌を逸した未収入期間を設ける
ことで、収益価格を落とし、土地の評価額を下
げようとする跡が見られる。 
 
⇒三島市長はこのような計算方法に基づく不
動産評価鑑定書を鵜呑みにし、自ら別の鑑定
士に評価を委託しなかった 
 

② ② 

④ 

⑤ 



西街区は公益的な事業目的である「再開発事業用地」として、追って三島市が買い取ることを前提として、公社が先行取得した「公
有地」である。この権利を放棄し、転売利益を逸失するという決定は、議会や共有地等利用対策審議会といった、三島市民の代弁
者となる第三者の審議、同意を経たものだったのか？ 

③三島市が公社から土地を買い取る権利を放棄したのは市議会の同意を得たものだったのか？ 
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三島市財産規則 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により予定価格2000万円以上の不動産の財産の
買い入れ若しくは売り払い（土地については、1件5,000㎡以上のものに限る） 

 

平成２７年度の時点で既に「ホテル建設事業者」（東急）から土地の売渡しを求められており、
三島市が用地を買い戻す場合、予算編成の見直しが必要となり、土地売却が遅れ、ホテル
建物の完成が東京オリンピック開催までに間に合わなくなる恐れがあるため、充分な審議
を経ず売り渡されている。 

三島市長が公社に、東急への直接売却を指示した理由として、 

上記決定を懸念し、質問状を送った元議員有志に対し、市長は下記条例を盾に、「5,000㎡
以下の土地の処分については議会の承認は不要」で、「議員説明会も開催し説明は充分に
行ってきた」とはねつけた。 
 しかし、権利の放棄によって2億7千万円以上の損失を市に発生させた以上、市長の独断で
公社からの直接売却を指示した行為は、市長の裁量権を逸脱しており、議会に諮る必要は
なかったという説明は説得力を持たない。 
また平成28年の市議会の一般質問では、「我々議員もほとんど関与していない」旨の意見 
も出ており、「充分な説明」ではなかったことを示している。 
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