
(行 ウ)第 20号平成 27年
原  告

売買仮契約締結履行差止請求事件

外 1名 被  告 神奈川県知事

平成 28年 1月 21日
一

日

横浜地方地方裁判所

民事 1部合議係 御中

原告 ら代理人

弁護士 中 久 本  邦  宏

原告 らは、頭書事件につき、以下の通 り弁論の準備をする。

記

1、 本件土地売却行為に関する被告の一連の対応には、本来、公的機関が

公有財産を処分するに必要な誠実な職務の執行、県民の共有財産を処分

をするに際 しての慎重、且つ公正、適正な処理を していない違法がある。

要するに「裁量権の不適法行使、裁量権の乱用く公的機関が、公有財

産を売却するに際 して行 うべき慎重な価格の審査や鑑定結果の合理性の

審査などの対応」を怠 っていると指摘せざるを得ず、神奈川県民、藤沢

市民 としては、到底納得 し得えないのである。

2、 具体的な事項を述べれば、本件土地売却における「不動産鑑定書Jの
鑑定結果、即ち「鑑定価格」につき、鑑定人 ら提示の鑑定価格を単純に

「鵜呑み」を し、その鑑定の理論的な正当性、理論的一貫性について何
ら質 していないことが明らかなのである。

公有財産を民間に売却 (取得ではない)す るに際 しては、市民、県民
の一般常識、社会常識からは、一番高価な「取得希望者Jに売却される
べきと言 うのが正常な感覚である。

被告は、公有財産の売却者 (発注者)と して、少なくとも、乙 11号
証、乙 12号証、乙 17号証の各鑑定結果について、各鑑定人にその内
容について質 し、説明を受け、理論的な一貫性の有無や理論的根拠、証
拠資料の提示等々につき検証を し明 らかにすべきであった。 しか し、被
告はこの様な対応を何 もせず、鑑定人の鑑定結果を、丸々鵜呑みに した
のである。

3、 この様な被告の鑑定書、鑑定人に対する対応は、被告が発注者として、
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予め「落札価格 (本件では応募条件、価格そのもの)を暗示」 と′た上で

この暗示価格に適宜合致する様に、「鑑定人Jが鑑定作業をしたものと

推測するに十分な根拠がある。つまり、極論すれば、談合擬きと考えざ

るを得ぬ事実が、「鑑定書自体の各記載」か ら明 らかなのである。

若 し仮に、被告が、本件鑑定結果につき、例えば、東京都が設置する

「東京都財産価格審議会 (知事の付属機関として、公有財産の管理処分

に関 し、適正な価格を評定する機関)」 (東京都財産価格審議会条例・

第 1条)と 同様の機関、審議会、委員会などにおいて、各鑑定人に、鑑

定書の内容の説明を求め、質問をし、根拠資料を提示させ、結論に至る

までの理論的一貫性につき、鑑定人から回答を得たのであれば、「適正

な価格を評定」する作業を したことになるが、若 し、そうであるなら、

原告 らは、被告に対 して、「その議事録、資料の全て」を、証拠 として

提出すべきことを求める。

4、 原告 らは、以下の通 り、本件 3件の鑑定結果につき、その不合理性、

不自然性、根拠や説明の欠落、論旨に一貫性がないことを綾々指摘 し、

被告が、これを看過 したまま「誠実な職務執行をせず、職務怠慢の有っ

たことを主張する。

1)先ず、本件鑑定は、乙第 11号証 (鑑定人・ 佐藤実)、 乙第 12号
証 (鑑定人・ 長尾ゆき子)、 乙第 17号証 (鑑定人長尾ゆき子)の 3

通が提出されている。

原告 らは、主張の便宜上、前記鑑定書のうち、先ず、同一鑑定人が

作成 した乙 17号証 と乙 12号証 とが整合性なきことを主張 し、本件

鑑定が正 しく、合理性あるものとして作成されていないこと、そ して、

その鑑定結果を被告が、ただ漫然 と鵜呑みにしたまま、「公募条件と

しての参考価格 2, 156, 976, 513円 を提示決定 したJこ と

の違法性を主張する。なお、乙 11号証については、最後に後記 8)、
9)で主張をすることとする。

乙 17号証は、平成 23年 10月 1日 時点の価格を鑑定 したもので

あり、現地調査は、同年 1_1月 15日 に行われた。

これは、藤沢市への売却を前提 としたものである。

乙 12号証は、平成 26年 9月 1日 時点の価格を鑑定するもので、

評価の現地調査は、同年 7月 30日 とされており (4P)、 公募プロ

ポーザルを前提 とする鑑定である。

2)こ の両号証の鑑定書で、最 も不合理な点は、「更地」を前提として
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いなが ら、評価方法は、比準価格、開発法価格のみを計算 し、収益価

格の評価はしていない (乙 17号証につき10P、 乙 12号証につき

16P)こ とである。 これは、不動産の鑑定評価基準には合致 しない。

因みに、国土交通省の「不動産鑑定評価基準」によれば、「土地」

について、以下の様にその評価基準を定めている。

即ち、「更地の鑑定評価額は、更地並びに配分法が適用出来る場合

における建物及び敷地の取引事例に基づ く比準価格並びに土地残余法

による収益価格を関連づけて決定する」、「当該更地の面積が近隣地

域の標準的な土地の面積に比べて大きい場合などにおいては、更に次

に掲げる価格を比較考量 して決定するものとする (こ の手法を開発法

と言 う。)Jと 定めている (前記秤価基準、第 1章、第 1節 (土地)、

1、 更地の項 目部分を参照)。

この国土交通省の基準によると、本件対象地 (面積 25, 586・
91ぽ)は、比準価格、収益価格、更に開発法の 3方法で評価をすべ

き土地であるにも拘 らず、乙 17号証 も、乙 12号証 も、 この収益価

格評価に関連づけられていないと言 う重大な欠陥を有するのである。

この事実か らも、乙 12号証は、正 しい鑑定評価 とは言えないわけ

である。また本件で収益価格の評価を しない理由の説明がない。

更に、乙 17号証の標準画地は、「 20m× 30m」 の長方形 (6
00ぷ )の土地を設定 (7P)し ている。 この事は、後に述べる乙 1

2号証のそれとの比較において詳細に述べるが、少なくとも、この画

地面積の場合は、小振 りの面積であり売 りやすい (買 いやすい)の で、

土地価格が高 くなるのが不動産取引の常識である。

しかし、乙 12号証の基準画地の設定は、「 55m× 55ml(3,
025r)と され、その計算根拠としての画地が、何んと一挙に 5倍
に拡大されている。鑑定評価の基礎となるべき、「標準画地」が何故

5倍にも拡大するのか、極めて不可解である。その説明は何 もない。

標準画地の大小は、そのこと自体で、売 りにくい傾向か、売 りやす
い傾向かの基礎的評価に影響するので、画地が大きければ価格が低廉

化するのは取引の常識であり、この鑑定 (乙 12号証)が、まさしく

最終的な鑑定価格を下げる目的で評価を したものと推定 し得るに十分
な根拠である。

つまり、乙 17号証 (藤沢市への提示価格)での高額な提示価格を、

大幅に下落させるべき、何 らかの必要性が有 ったとしか考えざるを得
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ないものである。

この事は、裏返せば、当初から藤沢市には売 りたくない、売るつも

りはなく、藤沢市との売却、売 り戻 しの交渉は、形式的な儀式で しか

なかったのではないか、と疑念するに十分である。

しかも、重要な問題は、「同一物件、同一環境条件」の下にある本

件対象地を、「同一鑑定人が鑑定Jす るにも拘 らず、片や、長方形の

600ぽ 画地、片や、正方形の 3, 025ポ 画地とする根拠の説明が

一切なされていないことである。

更に、この画地の接道幅についても、乙 17号証 (600r)で は、

12m(市 道)と されているのに、乙 12号証では、 9m(市 道)と
されて、その前提には全 く一貫性が認められない。

この様な結果から、乙 17号証 (600」 )の標準価格を 240,
000円 /ど と評価 し、乙 12号証 (3, 025ぷ )の それを、 23
0, 000円 /ご と評価 しているのである。即ち、乙 12号証におい

ては、 1ぷ 当たり1万円を低廉化させている。

今、この 1ぷ 当たり1万 円の低廉化のみを単純に計算すると、土地

面積 25, 586091ご とすれば、総額 255, 869, 100円
を低額化する結果 となる。

3)次に、原告 らは、本件土地の評価に当って、鑑定人が示す「公示価

格Jと 本件評価 との関係につき、以下の通 り不当性を述べる。

乙 17号証における「別表 2、 公示地の概要」を見ると、そのポイ

ン ト番号「藤沢 5～ 7Jを示 し、 229, 000円 /だ となっている

(平成 23年 1月 時点)。 環境条件は、商業地域、近隣商業である。

このポイン ト場所は、本件対象地の北側の「 自旗の交差点Jか ら、

約 200m程 北に位置する商業地域である。

然るに、乙 12号証では、その公示地のポイン トが変更されて「藤

沢 51」 (藤沢市湘南台 3～ 16～ 25)と なり、平成 26年 1月 の

時点で、 258, 000円 /ご としている。

この「藤沢 51」 (藤沢市湘南台 3～ 16～ 25)の ポイントは、

本件対象地所在の「藤沢本町」駅から、更に小田急線を北上 して、善

行、六合、湘南台と3つ 目で下車、駅か ら700_nn付 近の「湘南台柳

通 り商店街」に所在 し、中高層マンションの多い住宅地域である。

乙 12号証は、この土地を「 228, 000円 Jと 基準価格を提示

している。乙 12号証が、何故公示ポイン トを、 1藤沢 5～ 7Jか ら、
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「藤沢 51」 へ移動 したのか、その理由を全 く明らかにしていない。

この様に乙 17号証 と、乙 12号証の公示地のポイントは、何 ら合

理的理由の説明もないまま、「同一物件を同一鑑定士Jが鑑定 してい

るにも関わ らず、理由なく変更されている。

4)本件対象地の 1だ当たりの価格について、今、藤沢 5-7Jの ポイ

ン トの公示価格を基準にした場合、平成 23年 1月 時点で 229, 0
00円 、平成 26年 1月 時点では、 226, 000円 とされている。

この 3年間の価格下落は、 3, 000円 であり、その下落率は僅か

に 1・ 3%に過ぎない。

この公示価格の下落率に対応するものとして、本件土地の最終評価

格を対比すると、乙 17号証は、 23年 10月 1日 時点では、「 14
5, 000円 /ど～ 154, 000円 /Jと し、最終的価格を、 38
億 60, 000万 円～ 41億 円と計算 した。

ところが、平成 26年 9月 1日 時点は、 84, 300円 /パ とし、

結局、最終価格、 2, 156, 976, 513円 と評価 したのである。

この最終価格の平成 23年 と、同 26年 との減価率は、 4306%
にも昇ることになる。

この減価率は、公示価の下落率が、 3年間で僅か 1・ 3%であった

事に比較すると、驚 くべき下落率であり、余 りにも安過ぎる。

被告は (鑑定人においても然 り)、 この大幅な下落理由をどの様に

説明するのか。この点について、被告は、誰 もが納得 しうる明確な詳

細の説明をすべきである。

5)建物取壊費用の問題については、更地評価なのに乙 17号証は全 く

記載がない。

これに反 し、乙 12号証は、その記載は20, 000円 /♂ となっ

ており、建物総面積合計 10, 623・ 56ポで、 21, 200万 円

と標記 している。

しか し、その 20, 00o円 /ポの根拠が何 も説明されていない。

何故に 1ポにつき、 20, 000円 なのかその根拠が不明である。

6)更に、乙 17号証、乙 12号証共に、本件対象地について、個別格

差 (評価における増価、減価要因)の 記載がある (乙 17号証は 11
P。 (2)格差修正率の査定の欄、乙 12号証は17P・ B・ 格差修

正率の査定の欄を参照)。

この格差修正率の記載を比較すると、乙 17号証のそれは、増価要
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因 (プラス)は僅かに1%(四方路地)の み、そして減価要因 (マ イ

ナス)は、規模が大きいので 30%、 不整形があり5%、 周辺土地と

高低差があるが 5%であるとし、結論として格差修正率を64%と 計

算 している (前記 1lPの部分)。

ところが、乙12号証のそれは、増価要因 (プ ラス)は僅かに1%
(四方路地)の みで、減価要因 (マ イナス)は、規模が大きいので 3

0%、 不整形であるので25%、 周辺土地と高低差があるが 5%、 開

発時の高さ告1限が 10%で 、計 45%の 減価要因率を掲示 しているが、

この減価率%の各数値に一貫性がないうえ、理由、根拠が何 ら示され

ていない。

特に注記すべきは、乙 17号証で、マイナス「不整形を 5%_」 と掲

記 したのに、乙 12号証は、マイナス「不整形を 25%」 とし、 20
%の マイナス要因を増加させていること、更に乙 17号証ではマイナ

ス要因とは掲記 していない「高さ制限がある 10%」 を、乙 12号証

では加えている2点である。

しかも、このマイナス要因の「不整形を 5%か、 25%か 」につい

ては、乙 17号証 も乙 12号証 も、「対象不動産は、接道する部分が

短 く間口が狭小・・・・・ 利用効率が劣る程度を考慮」 と、全 く同一

の文章を記載 しているが、 20%の 格差につき特別の理由は説明され

ていないことも、論旨に一貫性がない。

更に、増価要因の「僅か 1%Jは 、何を根拠にその数値を弾き出し

たのか、その理由も、説明もない。

そもそも、本件対象地の周辺環境は、歴史的、文化的にも、また教

育環境 も良 く、それなりの居住価値のある地域であり、交通至便など

の多 くの環境条件の優良性、観光地を控えての交通の至便性、通勤、

通学の至便性、高台であるか ら、日照 も十分に得 られること、眺望 も

良 く、相模湾、江ノ島、富士山、箱根連山などが望める環境の良さに

ついて、全 く評価 していないなど、多 くの不当性が山積するのである。

これらの増減要因の記載などか らは、本件対象地をいかに低減化 tン た

価格に設定すべきかを腐心 した根拠 と推測 し得るのである。

7)開発法による計算の不合理性は以下の通 りである。

先ず、最初に乙 17号証によるそれを計算すると、同号証の別表 3

(マ ンション分譲想定)の 記載によると、土地面積 (開発計画の概要)

は、 26, 000♂ となっているが、被告の指示面積は、同号証 1
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P(表紙部分)で は、 26, 645・ 19ピであり、上記別表 3の記

載面積の記載は誤 りである。

そして、建物の延べ工事面積は、 48, 667060ご としている。

本件対象地での建築上の条件は、容積率は 200%で あるから、上

記敷地面積 と建物延べ床面積の比率を計算すると、

48, 667・ 60ぽ ÷26, 645・ 19ゴ =182・ 6%
で しかない。

容積率の 200%に ほぼ近いと言 う意味では、土地の効率的な利用

の観点か ら効率損失は小さいことは確かではあるが、それでも、 17
04%程 度の利用効率の損失が出ることになる。

ところが、乙 12号証の別表 3「開発法による価格Jの記載による

と、土地面積は、「 26, 711078♂ 」に拡大され、建物の延べ

床面積は「 26, 727・ 43ピ」 となっている、上記敷地面積 と

建物延べ床面積との比率を計算すると、

26, 727・ 43ポ ÷26, 711078ぷ =約 100%
という低数値でしかない。

つまり、乙 12号証の鑑定では、容積率を本来可能な 200%で は

なくその半分 しか評価 しておらず、土地有効利用率を半分 しか評価 じ

ていない。 この事実は、明 らかに土地の有効利用の観点からは、「土

地評価を低廉化Jさ せる為にテクニックを用いたとしか考え_ら れない

のである。土地の有効利用について、法的に許される限度まで、つま

り200%ま での利用を考えてこそ、土地の価値評価は上る筈だから

である。

し′か し、乙 12号証は、原告 らが再三主張する様に、乙 17号証の

場合と異なり、本件対象地をいかに安 く、低減化するかの観点か ら、

評価 しているとの考えを容易に根拠づけるものである。

「同一土地を同一鑑定人が、開発法による計算をするJについて、
一方では、容積率を約 183%ま で算定するのに、乙 12号証では、
これを約 100%に しか算定せず、 この落差の理由を一体どの様に説
明するのか。

若 しも、上記容積率についての問題を、被告か らの「高さ告1限があ
るから_1と 説明するなら、その理由は成 り立たない。何故なら、その

様な制限を設ける法的根拠が何 もないし、被告の要望、指示としても、
その指示が容積率 200%を 制約できる法的効力はない。
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被告は、この高さ制限の法的根拠を示すべきである。

原告 らは、被告に対 して、如上の諸点につき、被告が鑑定書の適正、

合理性について、鑑定人に質 し、説明を受け、それが適正な鑑定であ

ったと評定されたものだ、 と言 うならば、原告 らが納得できる説明を

求めるものである。

8)次に、原告 らは、乙 11号証の鑑定書 (鑑定人佐藤実作成)に つい

て、極めて不合理な事実を指摘する。

先ず第 1に は、乙 11号証は、平成 26年 9月 1日 時点の価格評価

をするものであるが、「鑑定人佐藤実」の記名、押印はあるが「署名

自体Jがない。 この点、乙 12号証、乙 17号証には、「長尾ゆき子

の署名」が存するので、この両号証の「形式Jに は問題はない。

この乙 11号証の鑑定は、乙 12号証の評価 と共に、本件プロポー

ザル方式による公募売却参考価格 (2, 195, 000, 000円 )

の前提である2, 194, 988, 000円 の根拠に使用されている。

鑑定士の鑑定結果は、「署名押印」が必要である (不動産の鑑定評

肥県璽菫畠尋『ヽ ::争喜看葬≧」言τ所偲言:壇 i、fli襲電言[
いる)に も拘 らず、 これを欠 く乙 11号証は、違法な鑑定書 と言 うべ

きであり、本来正式な「鑑定書」とは言えず、単に参考評価で しかな

いか ら、被告がこれを価格決定において考慮することはできない。

乙 11号証の作成者は、同法 39条、 2項 に違反 しており、この場

合は、同法 40条、 41条により、国土交通大臣の監督を受ける恐れ

があるうえ、不動産の鑑定評価に関する法律、第 42条の「措置要求 J

の対象にもなり得るのである。

被告は、乙 8号証 (事業者募集要項)の 4Pに前記参考価格を掲記

し、根拠 として、乙 11号証の鑑定「 2, 233, 000, 000円 」

と、乙 12号証の鑑定 2, 156, 976, 513円
_」 との平均を取

って「 2, 194, 988, 000円 (平均)Jを 掲記 した (乙 1´ 3

号証の最終ベージ参照)の である。

そうであれば、乙 11号証が、正式な鑑定 として評価できぬこと、

加えて、前記 4、 2)に おいて原告 らが述べた通 り、乙 12号証 も鑑

定基準に合致 していない鑑定であるから、被告が、「二者の鑑定士の

鑑定を実施 した」 と言 う主張は虚偽であり、結局は本件対象地につい

ての適法な鑑定評価は存 しないのであり、本件土地売却は全 くの違法
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な行為であることになる。

被告は、甲 2号証 (住民監査請求に基づ く監査の結果について (通

知)と 題する書面の 1_2P、 (4)、 イの (イ )に おいて、以下の様

に述べ、更に被告の第 1準備書面 (1)、 4P、 (2)以下の部分で

も、同様の説明を した。

即ち、神奈川県々有財産規則 45条、神奈川県々有財産規則の運用

につき (昭和 59年 4月 1日 管第 10号総務部長通知、以 下県有財産

規則運用通知)第 44条関係 2の規定によって、本件県有土地の評価

は、不動産の鑑定評価に関する法律に定める二者以上の鑑定士 (鑑定

士補)の鑑定評価に付さなければならない、との定めを根拠 として、

「佐藤実、長尾ゆき子」の両者に鑑定を委嘱 したと言う。

しか し、乙 11号証は、自署がないから正式鑑定ではなく、乙 12
号証 も鑑定基準に合致 していないから、「二者の鑑定士の評価」を得

たことにはならず、明らかに前記規則や、運用通知に違反 しており、

結局、 この事を見逃 した被告の本件土地売却の一連の行為 (プ ロボー

ザル参考価格の決定を含め)が、違法 (少 なくとも過失がある)で あ

ることになる。

9)次に原告 らは、以下の通 り、乙 11号証の「鑑定内容Jにつき、そ

の不当性、不合理性を指摘する。

即 ち、乙 11号証の鑑定では、標準画地の面積が、前記乙 12号証、

乙 17号証の場合よりも、更に拡大され、 5, 000」 とされている。

乙 11号証の別表 2の最下段「標準画地」欄には、「間口70m×
奥行 71m」 (5, 000」 )と 記載されている。

本件土地の鑑定につき、片や600」、 3、 0251ゴ とされたこと

自体が一貫性がなく不可解であるのに、更にこれが、 5, 000ぽ に

なったことを、どの様に理解すれば良いのか。

乙 11号証は、標準画地を 5, 000ご とし、その価格を 136,
000円 /ご とし、この個別格差 (評価の増減要因)を、 0・ 71と
掲記 し、乙 11号証、 13Pで 、「 0071」 を計算するについては、

土地の大規模はマイナス 10%、 形状はマイナス5%、 三方路はプラ

ス 3%、 地勢はマイナス10%、 規制1は マイナス10%と し、結局は、

前記 136, 000円 /」に 0・ 71を乗 じて 96, 600円 /ご と

したのである。

ところが、この乙 1_1号証の個別格差 0・ 71と することの根拠、
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即ち、マイナス 10%、 マイナス 5%、 プラス 3%、 マイナス 10%、
マイナス 10%と 表示 したが、その根拠、説明が何 もなされていない。

この点、原告 らは、乙 12号証についても、同種の問題点 として前

記で指摘 したが、加えてプラス要因が、たった 3%(三 方路)の みと

言うのも極めて不可解である。原告 らが、乙 12号証について、同様

に指摘 した通 り、乙 11号証についても、故意にプラス要因を記載せ

ず、減価要因のみを殊更に強調 したとしか、考えられない。

本件対象地についての評価は、これ らの各事実を考えると、明 らか

に低廉化の価格を提示せんとした意図が透けて見えるのである。

乙 11号証の不合理、不可解な点は、公示地の選定についても明か

に現れている。

即ち、乙 11号証、 14P、 (5)部分で、「公示地・ 藤沢-43」
としたと述べている。 しか し、 このポイントは、本件対象地か らは、

JR東海道線を西ヘー駅の辻堂駅で下車 し、海岸通 りを海方向へ下っ

た地点で、本件対象地から、約 8知は離れた遠隔地である。

何故 この様な遠隔地の公示地ポイントを選択するのか、全 く理解に

苦 しむのである。

この事実は、乙 12号証の標準価格に、合致する様な公示地の価格

地点を故意に選択 し、評価数値に、合理性を与えるかの如 く、欺麟的

な評価を したことを伺わせるに十分である。

即ち、初めに被告からプロポーザル参考価格が定められ、これに合

致させる目的で、鑑定を実施 したとしか考えられない。

更に、原告 らは、乙 11号証の「開発法」による評価に関 してもそ

の不合理性につき以下の通 り主張する。

この点は、前記乙 12号証 と同様に、容積率については、許容容積

率を大幅に下げ、乙 12号証、乙 11号証が肩を並べる様な数値に合

致させている事実を指摘する。

即ち、乙 11号証添付の別表 4-1「 開発法による価格Jの記載に

よれば、土地面積は、 26, 593007ぽ とし、建物延べ面積を、

27, 704008ご としている。

容積率は、 200%で あるか ら、本来は土地面積の 2倍 までの建物

延べ面積 (約 55, 400ピ )が可能なのであるのに、 27, 704
008rに 止どめており、容積率は、 104%に しかなっていない。

何故、本件対象地で、 200%ま での建物延べ面積を取 らず、容積
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率を乙 12号証に合わせる様に「 104%」 に止どめるのか、その根

拠 も説明もない。 ここにおいても、若 し、上記容積率の問題は、被告

からの「高さ制限」を根拠するなら、その理由が成 り立たないことは、

既に乙 12号証につき述べた通 り、法的根拠がないのである。

被告は、この制限の根拠を明確に示すべきである。

原告 らは、被告に対 して、如上の各点につき、鑑定書の適正、合理

性について、鑑定人に質 したと言うならば、原告 らの納得が行 く説明

を求めるものである。

5、 原告 らの主張の纏め

以上の通 り、原告 らは、乙 11号証、乙 12号証、乙 17号証の不合

理性や不当性について、 4、 1)か ら9)に おいて綾々述べた。

原告 らの主張は、鑑定書の鑑定評価そのもの様々な不合理性、不当性、

根拠や説明が明らかでないこと、そして各鑑定書同士の矛盾点などを指

摘 した。

問題は、被告が公有財産を処分するに際 し、 これらの鑑定について、

被告の売却担当者 ら、或いは各機関、委員会または審議会が、正 しく検

証 し、「合理性ある土地評価」 と認定 した事実 もなく、単に提出された

鑑定結果を鵜呑みにしたまま、本件プロポーザル参考価格を民間業者に

示 して売却、履行 したことが、公的機関としての「誠実な職務執行の義

務に反 し」、「 当然に行 うべき職務の怠慢、職務不履行 」と言う違法な

「公有財産の売却」であったことを主張するものである。
つまり、被告には、県有財産の処分につき、慎重、且つ公正、適正な

処理をすべき「公的機関として、誠実な職務執行」を しなかった違法性
がある。

そして、既に述べた通 り、前記 3件の鑑定には、様々な不可解な記載、
不合理な評価方法、論理的に矛盾する事項等々、企 く納得が出来ない点
が多々あるにも拘 らず、この事実を何 ら解明 しないままに、本件公有土
地を売却 し、契約を履行 した被告には、県有財産に対 し不当な損害を与
えたものであるから、原告 らは、その責任を問 うものである。

6、 最後に原告 らは、平成 27年 12月 15日 付で、国土交通省に対 し、
本件 3件の各鑑定書につき、不動産の鑑定評価に関する法律第 42条、
「措置要求書Jを提出した事を付記する。 この受付番号は、「国関整建

式産登、第 5, 097号 Jである。
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措 置 要 求 書

平成27年 12月 14日

国土交通大臣殿

神奈川県藤沢市

要求者

神奈川県藤沢市

要求者

神奈川県鎌倉市

要求者 彎

私たちは、下記の不動産鑑定の結果に対して、不動産鑑定評価に関する法律第42条により、

措置要求をいたします。

不動産鑑定士

住所   神奈川県横浜市青葉区みたけ台10番46

氏名  長尾不動産鑑定事務所  長尾 ゆき子

不動産鑑定士

住所   神奈川県横浜市中区山下町194番地外丸ヒ
゛
ル802号

氏名  ふじみ不動産鑑定株式会社  代表取締役 佐藤実

上記不動産鑑定士が鑑定した県立藤沢高校跡地は、藤沢市の中心に位置する、小高い丘で

防災拠点にもなつている場所です。学校設立当時、地域住民が協力し藤沢市に対して提供した

土地です。昭和27年頃、市立高校から県立高校に移管する折、上記土地校舎所有の藤沢市が

神奈川県へ無償提供した土地です。

この土地の再利用について、地域住民への意見聴取もせず、市の都市計画審議会にも諮らず、

簡単ににプロポーザル方式により事業者からの意見聴取のみにより、当該業者の意向に沿つて

平成27年 5月 7国 民間業者に売却されてしまいました。その売買契約に至るまでの様々な過程

己〓̈

ロ
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には様々な疑惑があります。

上記不動産鑑定士は旧神奈川県立藤沢高校跡地 (所在地 藤沢市本町4丁目1471番 1他 "

地籍計4,388,22耐 )の価格調査において①平成23年 11月 18日 の調査価格を 総額38億6千

万円-41億円(1ぷあたり14,5万 円-15,4万円)(資料1)と鑑定しました。その後

②平成26年 9月 16日 の調査価格を総額21億 5,497万 円(1ポあたり8,4万円)(資料2)である

と鑑定結果を提出したのです。

1、 一連の事実経緯について

前記①の評価は神奈川県が藤沢市に土地建物を取得するか否かを打診のための参考価格で、

藤沢市に対しては上乗せして42億円～50億円前後を提示しました。

藤沢市は、その価格では市民に説明つかぬという理由で取得を断念したと、県では説明しますが・

その断念の理由は最後まで不明でした。そして、県は民間事業者に売却を決定しました。

事業募集要項には前記②の鑑定価格と他の鑑定士の鑑定価格(*資料3)を参考にして示された

参考価格21億9,500万円として同額で大和ハウスエ業湘南支店に落札されました。

2、 不当と疑われる理由

イ、①と②の価格差について

平成23年 11月 と平成26年 9月 の地価には、大きな変動がないにもかかわらず、①と②の調査

価格には大きな価格差があり、県から具体的な説明が無く、藤沢市の要望を取り入れたために

①より②が安いのは当然だと説明していますが、②の価格は依頼者の意向に沿つたものでしか

ありません。

日、②の調査時に示された付加条件のうち認可保育園(定員の設置90名 )と高さ制限(宅地造成

後の地盤からの制限でなく見せかけである)は用途変更、建薇率、容積率の変更を伴うもので

無く微々たる減価要因であり、他は藤沢市の開発要綱に沿つたものであり①に示された調査

価格にも含まれているものです。

ハ、さらに減価要因のみが極端に強調され本件土地の加算要素はほとんど加味されず、本件の

環境優良性、交通の至便性その他生活環境の良好性、歴史的地域、観光地が近いこと等の
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好条件は、なんら考慮もせず、マイナス要因のみが不当に強調されているといわざるを得ません。

以上の事から、不動産鑑定評価に」関する法律42条に基づき措置要求をいたします。

3、 添付書類

資料 1、  平成23年 10月 1日 長尾 ゆき子氏鑑定書

資料2、  平成26年 9月 16日 長尾 ゆき子氏鑑定書

資料3、  平成26年 9月 16日 佐藤 実氏鑑定圭

参考資料

1、    物件所在地図

2、    藤沢市の取得要望書 (2-1)と断念書 (2-2)

3、    事業者との対話実施要項

4、    事業者募集要項

5、    藤沢市総務常任委員会議事録抜粋

6、    事業候補者決定書

7、    事業者選定評価委員会の意見書

*   藤高跡地問題経過報告と我々の意見
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国関整建式産登 平成 27年第 5, 097号
要求者 〈曰町宣宙節雷田1外 2名

措置要求事件

平成 28年 1月 27日
主張書面の追加

国土交通省関東地方整備局

建政部建設産業 第 2課

鑑定評価指導係 伊豆倉 様

撃 ☆者

提 出者

要求者は、頭書事件につき、主張の書面を追加提出します。

1、 要求者 らは、以下の通 り、本件 3件の鑑定結果につき、その不合理性、

不 自然性、根拠や説明欠落、論旨に一貫性がない点を綾々指摘する。

1)先ず、本件鑑定は、資料 10鑑定人長尾ゆき子作成、資料 2・ 同人

作成、資料 3・ 佐藤実作成の 3通が提出されている。

要求者は、便宜上、上記鑑定書のうち、先ず、長尾ゆき子鑑定人が

作成 した資料 1、 資料 2と が整合性のない点を主張 し、本件鑑定が正

しく、合理的なものとして作成されていないこと、そ して、その鑑定

の結果を神奈川県が、漫然 と鵜呑みにしたまま、「公募条件 としての

参考価格 2, 156, 976, 513円 」を提示 して しまった。

資料 1は、平成 23年 10月 1日 時点の価格を鑑定 したのであり、

現地調査は、同年 11月 15日 に行われた。

これは、藤沢市への売却を前提 としたものであった。

資料 2は、平成 26年 9月 1日 時点の価格を鑑定するもので、現地

調査は、同年 7月 30日 とされており (4P)、 公募プロポーザルを

前提 とする鑑定である。

2)こ の両資料の鑑定書で、最 も不合理な点は、「更地」を前提 として

いなが ら、評価方法は、比準価格、開発法価格のみを計算 し、収益価

格の評価はしていない (資料 1につき10P、 資料 2につき16P)
ことである。 これは、不動産の鑑定評価基準に合っていない。

何故なら、国土交通省の「不動産鑑定評価基準」によると、「土地」

上記 3名代表者
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について、その評価基準を定めていふ^

即ち、「更地の鑑定評価額は、更地並びに配分法が適用出来る場合

における建物及び敷地の取引事例に基づく比準価格並びに土地残余法

による収益価格を関連づけて決定する」、「当該更地の面積が近隣地

域の標準的な土地の面積に比べて大きい場合などにおいては、更に次

に掲げる価格を比較考量 して決定するものとする (こ の手法を開発法

と言う。)」 と定めている (評価基準、第 1章、第 1節 (土地)、 1、

更地の項目部分)。

この国土交通省の基準によると、本件対象地 (面積 25, 5860
91ピ)は、比準価格、収益価格、更に開発法の 3方法で評価をすべ

き土地であるにも拘 らず、資料 1も 、資料 2も 、この収益価格評価に

関連づけられていない点で重大な欠陥を有する。

この事実からも、資料 2は、正 しい鑑定評価とは言えない。

しかも本件で収益価格の評価をしない理由の説明がない。

更に、資料 1の標準画地は、「 20m× 30m」 の長方形 (600
ピ)を設定 (7P)し ている。この事は、後に述べる資料 2の それと

の比較において詳細に述べるが、少なくとも、この画地面積の場合は、

小振りの面積であり売りやすい (買いやすい)か ら、土地価格が高く

なるのが不動産取引の常識である。

しかし、資料 2の基準画地の設定は、「 55m× 55m」 (3, 0
25ど)と され、計算根拠としての画地が、何んと一挙に 5倍に拡大

されている。鑑定評価の基礎となるべき、「標準画地」が何故 5倍に

も拡大するのか、極めて不可解である。その説明は何もない。

標準画地の大小は、そのこと自体で、売 りにくい傾向か、売 りやす

い傾向かの基礎的評価に影響するので、画地が大きければ価格が低廉

化するのは取引の常識であり、この鑑定 (資料 2)は、最終的な鑑定

価格を下げる目的で評価 したと推定 し得るに十分な根拠である。

つまり、資料 1(藤沢市への提示価格)の高額な提示価格を、大幅

に下落させるべき何らかの目的が有ったとしか考えざるを得ないので

ある。

この事は、裏返せば、当初から藤沢市には売 りたくない、売るつも

りはなく、藤沢市との売却、売 り戻 しの交渉は、形式的な儀式でしか

なかったのではないかと疑 うに十分である。

しかも、重要な問題は、「同一物件、同一環境条件」の下にある本
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件対象地を、「同一鑑定人が鑑定」するにも拘 らず、片や、長方形の

600J画 地、片や、正方形の 3, 025ピ 画地 とする根拠の説明が

一切なされていないことである。

更に、この画地の接道幅についても、資料 1(600」 )の画地は

12m(市 道)と されているのに、資料 2で は、 9m(市 道)と され、

その前提条件に全 く一貫性がないのである。

この結果か ら、資料 1(600」 )の標準価格を 240, 000円
/ご と評価 し、資料 2(3, 025ピ )のそれを、 230, 000円
/ぽ と評価 したのである。即ち、資料 2に おいては、 1ピ当たり1万

円を低廉化させている。

この 1ビ当たり1万円の低廉化のみを単純に計算すると、土地面積

25, 586091ご とすれば、総額 255, 869, 100円 を低

額化する結果 となる。

3)次 に、要求者は、本件土地の評価に当って、鑑定人が示す「公示価

格」 と本件評価 との関係につき、以下の通 り不当性を述べる。

資料 1の「別表 2、 公示地の概要」を見ると、そのポイント番号

「藤沢 5～ 7」 を示 し、 229, 000円 /ピ となっている (平成 2

3年 1月 時点)。 環境条件は、商業地域、近隣商業である。

このポイン ト場所は、本件対象地の北側の「 白旗の交差点」か ら、

約 200m程 北に位置する商業地域である。

然るに、資料 2では、その公示地ポイントが変更され「藤沢 51」

(藤沢市湘南台 3～ 16～ 25)と なり、平成 26年 1月 の時点で、

258, 000円 /Jと している。

この「藤沢 51」 (藤沢市湘南台 3～ 16～ 25)の ポイントは、

本件対象地所在の「藤沢本町」駅から、更に小田急線を北上 して、善

行、六合、湘南台と 3つ 目で下車、駅から700m付 近の「湘南台柳

通 り商店街」に所在 し、中高層マンションの多い住宅地域である。

資料 2は、 この土地を「 228, 000円 」 と基準価格を提示 して

おり、何故公示ポイン トを、「藤沢 5～ 7」 か ら、「藤沢 51」 へ移

動 したのか、その理由を全 く明らかにしていない。

この様に資料 1と 、資料 2の公示地のポイン トは、何 ら合理的理由

の説明もないまま、「同一物件を同一鑑定士」が鑑定 しているにも拘

らず、理由なく変更されている。

4)本件対象地の 1ピ当たりの価格について、今、藤沢 5-7」 のポイ
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ントの公示価格を基準にした場合、平成 23年 1月 時点で229, 0
00円、平成 26年 1月 時点では、 226, 000円 とされている。

この 3年間の価格下落は、 3, 000円 であり、その下落率は僅か

に 1・ 3%に過ぎない。

この公示価格の下落率に対応するものとして、本件土地の最終評価

格を対比すると、資料 1は、 23年 10月 1日 時点では、「 145,
000円 /ピ～ 154, 000円 /ピ とし、最終的価格を、 38億 6

0, 000万円～ 41億円と計算 lキψ ′‐ o

ところが、平成 26年 9月 1日 時点は、 84, 300円 /」 とし、

結局、最終価格、 2, 156, 976, 513円 と評価 したのである。

この最終価格の平成 23年 と、同26年 との減価率は、 43・ 6%
にも昇ることになる。

この減価率は、公示価の下落率が、 3年間で僅か 1・ 3%であった

事に比較すると、驚くべき下落率であり、余りにも安過ぎる。

鑑定人において、この大幅な下落理由をどの様に説明するのか。こ

の点について、誰 もが納得 しうる明確な詳細の説明をすべきである。

5)建物取壊費用の問題については、更地評価なのに資料 1は全 く記載

が なし■

これ に反 し、資料 2で は、 20, 000円 /Jと な って お り、 建物

総面積合計 10, 623・ 56ピで、 2億 1, 200万円と標記 して

い る 。

しかし、その20, 000円 /どの根拠が何 も説明されていない。

何故に 1どにつき、 20, 000円 なのかその根拠が不明である。

6)更に、資料 1、 資料 2共に、本件対象地について、個別格差 (評価

における増価、減価要因)の記載がある (資料 1は 1lP・ (2)格
差修正率の査定の欄、資料 2は 17P・ B・ 格差修正率の査定の欄を

参照)。

この格差修正率の記載を比較すると、資料 1の それは、増価要因は

僅かに1%(四方路地)のみ、そして減価要因 (マ イナス)は、規模

が大きいので 30%、 不整形があり5%、 周辺土地と高低差があるが

5%であるとし、結論として格差修正率を 64%と計算 している (前

記 1lPの 部分)。 と ころ

ところが、資料 2で は、増価要因 (プ ラス)は僅かに 1%(四 方路

地)の みで、減価要因 (マ イナス)は、規模が大きいので 30%、 不
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整形であるので 25%、 周辺土地 と高低差があるが 5%、 開発時の高

さ制限が 10%で 、計 45%の 減価要因率を掲示 しているが、 この減

価率%の数値に一貫性がないうえ、理由、根拠が何 ら示されていない。

特に注記すべきは、資料 1で、マイナス「不整形を 5%」 と掲記 し

たのに、資料 2は、マイナス「不整形を 25%」 とし、 20%の マイ

ナス要因を増加させていること、更に資料 1で はマイナス要因には掲

記 していない「高さ制限がある10%」 を、資料 2で は加えていると

言 う2点である。

しかも、 このマイナス要因の「不整形を 5%か、 25%か 」につい

ては、資料 1も 資料 2も、「対象不動産は、接道する部分が短 く間口

が狭小・・・・・ 利用効率が劣る程度を考慮」 と、全 く同一の評価文

言を記載 しているが、 20%の 格差につき特別の理由は説明されてい

ないことも、論旨に一貫性がない。

更に、増価要因の「僅か 1%」 は、何を根拠にその数値を弾き出し

たのか、その理由も、説明もない。

そもそも、本件対象地の周辺環境は、歴史的、文化的にも、また教

育環境 も良 く、それなりの居住価値のある地域であり、交通至便など

の多 くの環境条件の優良性、観光地を控えての交通の至便性、通勤、

通学の至便性、高台であるか ら、 日照 も十分に得 られること、眺望 も

良 く、相模湾、江ノ島、富士山、箱根連山などが望める環境の良さに

ついて、全 く評価 していないなど、多 くの不当性が山積するのである。

これらの増減要因の記載などか ら、本件対象地をいかに低減化 した

価格に設定すべきかを腐心 した根拠 と推測 し得るのである。

7)開発法による計算の不合理性は以下の通 りである。

先ず、最初に資料 1に よるそれを計算すると、同資料の別表 3(マ
ンション分譲想定)の記載によると、土地面積 (開発計画の概要)は、

26, 000Jと なっているが、神奈川県の指示面積は、同資料 lP
(表紙部分)では、 26, 645019ピ であり、上記別表 3の記載

面積の記載は誤 りである。

そして、建物の延べ工事面積は、 48, 667・ 60」 としている。

本件対象地での建築上の条件は、容積率は200%で あるから、上

記敷地面積 と建物延べ床面積の比率を計算すると、

48, 667・ 60」÷26, 645019ぷ =182・ 6%
で しかない。
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容積率の200%に ほぼ近いと言う意味では、土地の効率的な利用

の観点から効率損失は小さいのは確かではあるが、それでも、 170
4%程度の利用効率の損失が出ることになる。

ところが、資料 2の別表 3「開発法による価格」の記載によると、

土地面積は、「 26, 711・ 78♂」に拡大され、建物の延べ床面

積は「 26, 727043ゴ 」となっている、上記敷地面積と建物延

べ床面積との比率を計算すると、

26, 727043♂ ÷26, 711・ 78ゴ =約 100%
という低数値でしかない。

つまり、資料 2の鑑定では、容積率を本来可能な200%で はなく

その半分 しか達 しておらず、土地の有効利用率を半分 しか評価 してい

ない。この事実は、明らかに土地の有効利用の観点からは、「土地評

価を低廉化」させる為のテクニックを用いたとしか考えられない。

土地の有効利用について、法的に許される限度まで、つまり200
%ま での利用を考えてこそ、土地の価値評価は上る筈だからである。

しかし、資料 2は、要求者 らが再三主張する様に、資料 1の場合と

異なり、本件対象地をいかに安 く、低減化するかの観点から評価 して

いるとの考えを容易に根拠づけるのである。

「同一土地を同一鑑定人が、開発法による計算をする」について、

一方では、容積率を約 183%ま で算定するのに、資料 2で は、これ

を約 100%に しか算定せず、この落差の理由を一体どの様に説明す

るのか。

若 しも、上記容積率についての問題を、神奈川県からの「高さ制限

があるから」と説明するなら、その理由は成り立たない。何故なら、

その様な制限を設ける法的根拠は何もないし、神奈川県の要望、指示

としても、その指示が容積率 200%を 制限できる法的効力はない。

神奈川県 も、この高さ制限の法的根拠を示すべきである。

要求者 らは、神奈川県に対 しても、如上の諸点につき、神奈川県が

鑑定書の適正、合理性について、鑑定人に質 し、説明を受け、それが

適正な鑑定であったと評定されたものだ、と言 うならば、要求者 らの

納得できる説明を求めたいところである。

8)次に、要求者は、資料 3の鑑定書 (鑑定人佐藤実作成)について、

極めて不合理な事実を指摘する。

先ず第 1に は、資料 3は、平成 26年 9月 1日 時点の価格評価をし
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たのであるが、「鑑定人佐藤実」の記名、押印はあるが「署名自体」

がない。この点、資料 1、 資料 2に は、「長尾ゆき子の署名」が存す

るので、この二件の「形式」には問題性はない。

この資料 3の鑑定は、資料 2の評価と共に、本件プロポーザル方式

による公募売却参考価格 (2, 195, 000, 000円 )の前提の

2, 194, 988, 000円 の根拠に使用されている。

鑑定士の鑑定結果は、「署名押印」が必要である (不動産の鑑定評

彎県藝菫贔篭辱l::書喜二軍≧」言詈鷲響言[:l、fil星電言単
いる)に も拘 らず、 これを欠 く資料 3は、違法な鑑定書 と言 うべきで

あり、本来正式な「鑑定書」ではなく、単に参考で しかないから、神

奈川県は、価格決定において考慮することはできない。

資料 3の作成者は、同法 39条、 2項に違反 しており、この場合は、

同法 40条、 41条により、国土交通大臣の監督を受ける恐れがある

うえ、同法の第 42条の「措置要求」の対象になる。

神奈川県は、そのプロポーザルの「事業者募集要項」の 4Pに前記

参考価格を掲記 し、根拠 として、資料 3の鑑定「 2, 233, 000,
000円 」 と、資料 2の鑑定「 2, 156, 976, 513円 」 との

平均を取って「 2, 194, 988, 000円 (平均)」 を認定 した

のである。

そうであれば、資料 3が、正式な鑑定として評価できぬことに加え

て、要求者 らが述べた通 り、資料 2も 鑑定基準に合致 していない鑑定

であるから、神奈川県の、「二者の鑑定士の鑑定を実施 した」と言 う

主張は、事実に反 し、結局は、本件対象地についての適法な鑑定評価

は存 しないから、本件土地売却は全 くの違法な行為 と言 うことになる。

神奈川県は、要求者 らが提出した、「住民監査請求」に対する「監

査の結果について (通知)と 題する書面の 12P、 (4)、 イの (イ )

において、以下の様に述べて説明を した。

即ち、神奈川県々有財産規則 45条、神奈川県々有財産規則の運用

につき (昭和 59年 4月 1日 管第 10号総務部長通知、以下県有財産

規則運用通知)第 44条関係 2の規定によって、本件県有土地の評価

は、不動産の鑑定評価に関する法律に定める「二者以上の鑑定士 (鑑

定士補)の 鑑定評価に付さなければならない」 との定めを根拠 として、

「佐藤実、長尾ゆき子」の両者に鑑定を委嘱 したと言 う。
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しか し、資料 3は、自署がないから正式鑑定ではなく、資料 2も 鑑

定基準に合致 していないので、「二者の鑑定士の評価」を得たことに

はならず、明らかに前記規則や、運用通知に違反 しており、結局、こ

の事を見逃 し、放置 した神奈川県の、本件土地売却の一連の行為 (プ

ロボーザル参考価格の決定を含め)は、違法 (少 なくとも過失)であ

ることになる筈である。

9)次に要求者 らは、以下の通 り、資料 3の「鑑定の内容」につき、そ

の不当性、不合理性を指摘する。

即ち、資料 3の鑑定では、標準画地の面積が、前記資料 2、 資料 1

の場合よりも、更に拡大され、 5, 000」 とされている。

資料 3の別表 2の最下段「標準画地」欄には、「間口 70m× 奥行

71m」 (5, 000ど )と 記載されている。

本件土地の鑑定につき、片や 600」 、 3、 025ピ とされたこと

自体が一貫性がなく不可解であるのに、更にこれが、 5, 000ピ に

なったことを、どの様に理解すれば良いのか。     1
資料 3は、標準画地を 5, 000Jと し、その価格を 136, 00

0円/ご とし、この個別格差 (評価の増減要因)を、 0071と 記載

し、資料 3、 13Pで 、「 0・ 71」 を計算するについては、土地の

大規模はマイナス 10%、 形状はマイナス 5%、 三方路はプラス 3%、

地勢はマイナス 10%、 規制はマイナス 10%と し、結局は、前記 1

36, 000円 /ピに 0071を 乗 じて 96, 600円 /ご としたの

である。

ところが、この資料 3の個別格差 0071と することの根拠、即ち、

マイナス 10%、 マイナス 5%、 プラス 3%、 マイナス 10%、 マイ

ナス 10%と 表示 したが、その根拠、説明が何 もなされていない。

この点、要求者 らは、資料 2に ついても、同様の問題点として前記

で指摘 したが、加えてプラス要因が、たもた 3%(三 方路)の みと言

うのも極めて不可解である。要求者 らが、資料 2について、同様に指

摘 した通 り、資料 3についても、故意にプラス要因を記載せず、減価

要因のみを、殊更に強調 したとしか考えられないのである。

本件対象地についての評価は、 これらの各事実を考えると、明 らか

に低廉化の価格を提示せんとした意図が透けて見えるのである。

資料 3の不合理、不可解な点は、公示地の選定についても明かに現

れている。
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即ち、資料 3、 14P、 (5)部分で、「公示地 0藤沢-43」 と

したと述べている。 しか し、 このポイント場所は、本件対象地か らは、

JR東海道線を西ヘー駅の辻堂駅で下車 し、海岸通 りを海方向へ下 っ

た地点で、本件対象地か ら、約 8輸は離れた遠隔地である。

何故 この様な遠隔地の公示地ポイントを選択するのか、全 く理解に

苦 しむのである。

この事実は、資料 2の標準価格に、合致する様な公示地の価格地点

を敢えて選択 し、評価の金額に、一見合理性を与えるかの如 く、欺購

的な評価を したことを伺わせるに十分である。

即ち、初めに神奈川県からプロポーザル参考価格が定められ、 これ

に合致させる目的で、鑑定を実施 したとしか考えられない。

更に、要求者 らは、資料 3の「開発法」による評価に関 してもその

不合理性につき以下の通 り主張する。

この点は、前記資料 2と 同様に、容積率について、許容々積率を大

幅に下げ、資料 2、 資料 3が肩を並べる様な数値に合致させている事

実を指摘する。

即ち、資料 3添付の別表 4-1
ば、 土地面積 lま 、 26, 593 ・

704008ご としている。

容積率は、 200%で あるから、本来は土地面積の 2倍までの建物

延べ面積 (約 55, 400ど )が可能なのに、 27, 704008ビ
にlLど めており、容積率は、 104%に しかなっていない。

何故、本件対象地で、 200%ま での建物延べ面積を取らず、容積

率を資料 2に合わせる様に「 104%」 に止どめたのか、その根拠の

説明もない。ここにおいても、若 し、上記容積率の問題は、神奈川県

からの「高さ制限」の指示を根拠するなら、その理由が成り立たない

ことは、既に資料 2に つき述べた通り、法的根拠がないのである。

神奈川県 :ま 、この制限の根拠を示す様に聴いて見たいものである。

要求者は、神奈川県に対 し、以上の各点につき、鑑定書の適工、合

理性について、鑑定人に質したか否かも確認 したいところである。

以上の通り、要求者 らは、本件各鑑定の不合理な点、不適法な事実に

ついて、主張を追加提出致 しますので、御庁に置かれましては、宜 し

く、ご審議をお願いするものです。

「開発法による価格」の記載によれ

07ご とし、建物延べ面積を、 27,
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