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渋谷区職員措置請求書（住民監査請求書） 

 

請 求 の 趣 旨 

１＜主位的請求＞ 

渋谷区教育委員会は、学校法人ホライゾン学園の平成２０年２月１５日

付申請に対する渋谷区行政財産使用許可（許可第２３号）を取り消せ。 
 ＜予備的請求＞ 
  渋谷区教育委員会は、学校法人ホライゾン学園の平成２０年２月１５日

付申請に対する渋谷区行政財産使用許可（許可第２３号）に付された使用

料免除の条件を取り消し、少なくとも渋谷区行政財産使用条例第２条に基

づく適正な使用料の支払い条件を付加せよ。 

２ 渋谷区長桑原敏武、渋谷区教育委員原秀子、同大高満範、同椿滋男、同

佐藤喜彦、同池山世津子は、個人の資格において連帯して、渋谷区に対し、

少なくとも学校法人ホライゾン学園による平成１９年５月１日から現在ま

での渋谷区立神宮前小学校使用に対する渋谷区行政財産使用条例第２条に

基づく適正な使用料を補填せよ。 

３ 渋谷区長桑原敏武、渋谷区教育委員原秀子、同大高満範、同椿滋男、同

佐藤喜彦、同池山世津子は、個人の資格において連帯して、渋谷区に対し、

平成１８年度に支出した渋谷区立神宮前小学校の施設工事整備費のうち学

校法人ホライゾン学園による使用部分の施設工事整備費を補填せよ。 

 

請 求 の 原 因 

 

第１ 事件の概要 

 １ 渋谷区教育委員会は、平成１９年５月１日より現在まで、「国際交流

学級の開設のため」との名目にて、学校法人ホライゾン学園に対し、渋

谷区立神宮前小学校の校舎の一部を専用にて無償使用させる他（甲第１

号証）、運動場、体育館、プール、和室等も、渋谷区立神宮前小学校と

共用にて無償使用させている。 
   同学園が渋谷区立神宮前小学校にて開設し運営している教育施設につ

いて、渋谷区教育委員会は「神宮前国際交流学級」と称しているようで

あるが、同学園は、「ＨＪＩＳ（ホライゾンジャパンインターナショナ

ルスクール）渋谷校」と称し、その住所にすら渋谷区立神宮前小学校の

名称は出していない。 
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 ２ 無償使用させるに至る経緯（甲第２号証） 

渋谷区は、平成１７年９月にトルコ共和国イスタンブール市ウスキュ

ダル区との間において友好都市協定を締結した。 
同協定締結と同時に、トルコ共和国大使より渋谷区長に対し、トルコ

人中心とした子供達のための教育施設の提供について協力要請がなされ

た。 

渋谷区長は、平成１７年１１月、トルコ共和国大使に対し、渋谷区と

してトルコ人を中心とした子供達のための教育施設の提供に協力してい

きたい旨を伝えるとともに、その教育施設として渋谷区立神宮前小学校

を提示した。 

そのため、平成１７年１１月から平成１８年６月にかけて、渋谷区教

育委員会事務局内において、トルコ人を中心とした子供達のための教育

施設を提供することについての法的な検討、国庫補助金の取り扱いなど

様々な検討が重ねられた。 

その結果、渋谷区教育委員会は、平成１８年６月下旬、一定の条件の

下でトルコ人を中心とした子供達のための教育施設の提供に協力できる

ことを渋谷区長に報告した。 

トルコ共和国大使は、平成１８年９月２９日、渋谷区長に対し、トル

コ人を中心とした子供達のための教育施設の提供を受ける窓口であり、

実際の運営団体として学校法人ホライゾン学園を紹介した。 

   そして、渋谷区教育委員会は、平成１９年３月付にて、学校法人ホラ

イゾン学園が渋谷区立神宮前小学校の一部を無償使用することを許可し

たのである。 

３ 学校法人ホライゾン学園について 

（１）学校法人ホライゾン学園の概要は以下の通りであり、トルコ人と思わ

れる外国人が経営するインターナショナルスクールであり、私立学校法

によれば、私立専修学校または各種学校に分類される（甲第３号証）。 

①主たる事務所・・・横浜市鶴見区東寺尾１－３８－２７ 

②法人設立月日・・・平成１５年４月１日 

③目的・・・この法人は、学校教育法及び私立学校の規定の基づき、学

校教育を行うことを目的とする。その目的を達成するため、ホライゾ

ンジャパンインターナショナルスクールを設置する。 

④理事・・・９人がトルコ人、１人が日本人であると思われる。 

⑤資産総額・・・１億５３７６万８０２５円 

（２）学校法人ホライゾン学園の報告によれば、「神宮前国際交流学級」に

は、現在、外国籍を有する３歳から１１歳までの３１名の児童が学んで

おり（甲第４号証）、何故か渋谷区との約束で日本国籍を有する児童は
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受け入れないことになっている（同学園へ電話で聴取）。 

   また、授業はすべて英語で行われ、英語以外は使ってはいけないこと

になっており、トルコ語は使われていない（同学園へ電話で聴取）。 
（３）学校法人ホライゾン学園は、そのホームページにおいて、「学校法人

としての認可を受けたインターナショナルスクール」として「横浜校と

渋谷校の２つのキャンパス」を持っていると説明し、渋谷区立神宮前小

学校にて開設し運営している教育施設について、「ＨＪＩＳ（ホライゾ

ンジャパンインターナショナルスクール）渋谷校」と称し、その住所に

すら渋谷区立神宮前小学校の名称は出しておらず、渋谷校が国際交流学

級であるとの説明も一切していない。 
   そのため、授業料等についても横浜校と渋谷校（すなわち「神宮前国

際交流学級」）の区別はないようであり、初年度には約２１２万円以上、

次年度からは約１６０万円以上の授業料等が必要である（甲第５号証）。 

４ 渋谷区と渋谷区教育委員会の欺瞞性 

   情報公開請求で取得した渋谷区教育委員会会議録（甲第２号証）によ

れば、渋谷区立神宮前小学校の施設の使用許可に至る経緯について、以

下の３点を強調して説明している。 

① トルコ共和国大使からの協力要請があった 

② トルコ人を中心とした子供達のための教育施設の提供である 

③ 渋谷区は国際交流の観点から協力を承諾した 

おそらく使用料免除も、これらの点を理由としているのであろうが、

その実態は、インターナショナルスクールを運営する民間の一学校法人

に対し、原宿表参道の一等地に校舎を無償で提供するという破格の便宜

供与（利益供与）をしているにすぎない。 
渋谷区長とトルコ大使あるいは学校法人ホライゾン学園の理事らとの

間に何があったかは窺い知れないが、極めて不自然不合理な渋谷区長に

よる莫大な便宜供与（利益供与）である。 

 

第２ 本件の違法性 

 １ 違法性その１ 
・・・・地方自治法第２３８条の４第７項違反 

   同条項によれば、「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度に

おいてその使用を許可することができる。」と定められており、渋谷区

教育委員会は、この規定を根拠に、学校法人ホライゾン学園に対し、行

政財産である渋谷区立神宮前小学校の校舎の一部４５４．２５㎡を専用

にて無償使用させる他（甲第１号証）、運動場、体育館、プール、和室

等も、渋谷区立神宮前小学校と共用にて無償使用させている。 
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しかし、そもそも公立小学校の「用途又は目的」は、教育基本法第１

条（教育の目的）・第４条（教育の機会均等）、学校教育法第１８条（教

育の目標）等教育法令に従ってなされる初等義務教育にあり、広く等し

い教育環境を提供することにある。とすれば、授業料無料の義務教育課

程の児童約１２０名と、年間１６０万円以上もの高額な授業料を支払う

私立学校の外国籍の児童３１名（３歳から１１歳）とを同じ校舎で学ば

せることは、授業料無料の義務教育課程の児童に対する教育的配慮に欠

けるばかりでなく、極めて高額の授業料を支払えるだけの経済力のある

家庭の児童にしか門戸を開かない私立学校が公立小学校内で経営される

ことは、広く等しい教育環境を提供すべき公立小学校の理念及び上記法

令に反し、その「用途又は目的」を著しく妨げるものである。 

   また、学校法人ホライゾン学園に使用させているスペースは、近隣の

学童クラブ廃止に伴い、これに代わるものとして、渋谷区立神宮前小学

校に就学する児童らの為の放課後クラブ室になる予定のものであった。

にもかかわらず、同学園に使用させるために、放課後クラブ室は縮小を

余儀なくされ、渋谷区立神宮前小学校に就学する児童に不便を強いてい

る。 
   さらに、学校法人ホライゾン学園に使用させるための校舎改修費は、

平成１８年度に渋谷区立神宮前小学校に就学する児童のための放課後ク

ラブ室を作るという目的での予算立てされたが、途中でトルコ人学校の

教室を作るという目的に転用されたものであり、目的外使用は議会の同

意が必要であるにもかかわらず、それも得ていない。本件改修に、都や

国から補助金が出されているとすれば、補助金の目的外使用の疑いもあ

る。 

 以上のとおり、学校法人ホライゾン学園への渋谷区立神宮前小学校の

使用許可は、同小学校本来の「用途又は目的」を妨げ、少なくとも「用

途又は目的を妨げない限度」を超えていることは明らかである。 

従って、学校法人ホライゾン学園への渋谷区立神宮前小学校の使用許

可は、地方自治法第２３８条の４第７項の要件を満たしておらず違法な

行政処分であるから、渋谷区行政財産使用許可処分は取り消されなけれ

ばならない。  

２ 違法性その２ 
・・・・公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分手続きの欠落 

   渋谷区は、区立小学校を学校法人ホライゾン学園が経営する私立学校

の施設に転用したのであるから、「補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律」（昭和３０年８月２７日法律第１７９号）の規定により、

文部科学大臣の承認を経た上で、国庫補助相当額を国に納付する転用手
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続き（財産処分）が必要とされている（甲第６号証）。 

   しかるに、渋谷区は、当該手続きをしていない（甲第７号証）。 
従って、学校法人ホライゾン学園への渋谷区立神宮前小学校の使用許

可は、形式的な要件を満たしておらず、違法である。 

３ 違法性その３ 
・・・・学校法人ホライゾン学園の学校教育法上の届け出違反 

   学校教育法施行細則第９条によれば、「学校の校地校舎等に関する権

利を取得し、若しくは処分しようとするとき又は用途の変更、改築等に

より校地、校舎等の現状に重要な変更を加えようとするときは、校地、

校舎等変更届（第６号様式）に第３条第２号から第４号まで及び第１１

号に掲げる書類を添えて知事に届けなければならない」とされている。

学校法人ホライゾン学園は、渋谷区神宮前に新たな校地校舎等の使用権

を取得したことになるから、同条に規定された届出が必要である。（甲

第８号証）しかるに、同学園は、同条に規定された届け出をしていない。    
   渋谷区教育委員会は、このような違法行為を行う学校法人に行政財産

の使用許可を出しているのであり、それ故に、学校法人ホライゾン学園

への渋谷区立神宮前小学校の使用許可は違法である。 

 ４ 違法性その４ 
   ・・・・財務会計上の違法（渋谷区行政財産使用条例第５条違反） 

   仮に、学校法人ホライゾン学園への渋谷区立神宮前小学校の使用許可

が適法であるとしても、無償で使用させることには正当な理由がなく違

法である。 

   渋谷区行政財産使用条例第５条は、行政財産の使用料を減免できる場

合を定めており、渋谷区教育委員会は、同条第３号の「前各号のほか、

特に必要があると認めるとき」に該当するものとして同学園の使用料を

免除しているようである。（甲第９号証） 

   しかし、同条は、行政財産の使用料を減免できる場合として、「国ま

たは地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供する

ため使用するとき」（同条第１号）と「既に貸し付けられた行政財産が、

地震、水災、火災等の災害のため、当該財産の使用目的に供し難いと認

めるとき」（同条第２号）を列挙して定めているのであるから、「前各

号のほか、特に必要があると認めるとき」（同条第３号）とは、「公共

用に供するため使用するとき」や「災害のため使用目的に供し難いとき」

に匹敵する程度に減免する必要性が要求されるのであり、しかも、減額

ではなく敢えて免除とする以上はより高度な必要性が要求される。 
   本件について、渋谷区教育委員会は、トルコ共和国大使から渋谷区長

に対する協力要請に基づき、国際交流を図るために、トルコ人を中心と
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した子供達のための教育施設の提供に応じたとのことであるが、実際に

教育施設を提供した先は、年間１６０万円以上の授業料を徴収する私立

専修学校であるインターナショナルスクールを経営する民間の学校法人

ホライゾン学園である。同学園は、それまでは横浜校のみを開設して経

営していたが、渋谷区立神宮前小学校の使用許可を得て、横浜校に並ぶ

渋谷校としてインターナショナルスクールを経営するにすぎない。同小

学校を使用料免除にて使用許可されたからといって、高額の授業料を支

払えない外国籍の児童を受け入れるわけではなく、横浜校と同程度の授

業料を徴収しているのである、 
かような民間の一学校法人に、原宿表参道の一等地にある公立小学校

の校舎を提供するばかりでなく、使用料免除という破格の利益供与をす

る特別の必要性は到底認められない。 
従って、仮に、学校法人ホライゾン学園への渋谷区立神宮前小学校の

使用許可が適法であるとしても、使用料免除としたことは、行政裁量を

逸脱した財務会計上の違法行為である。 
本来であれば徴収されるべき、渋谷区行政財産使用条例第２条に基づ

く適正な使用料が徴収されておらず、それは広くは渋谷区民に還元され

るものであるから、区民全体に損害が生じているのである。 

    
第３ 渋谷区教育委員会の不誠実な対応 

   請求人は、渋谷区教育委員会に対して、以下の三点を質問している。

平成２０年４月３０日に質問状を提出し、同年５月１５日までに回答を

要請していた。 

① 渋谷区立神宮前小学校の施設の一部を学校法人ホライゾン学園に

使用を許可するにあたり、東京都教育委員会と協議をしたか否か。 

② 同小学校の施設の一部を同学園に使用を許可するにあたり、文部

科学省と協議したか否か。 

③ 同小学校の施設の一部を同学園に使用を許可するにあたり、使用

料を免除とした理由と法令上の根拠。 

   ところが、同年５月１９日になって、別件で区役所にいた請求人久保

田正尚に対して、教育委員会庶務課長児玉史郎氏がやってきて「質問に

答える義務はない。」と言い放った。 

   そのため、請求人は、同年５月２２日、教育委員会には答える義務は

あることを申し添え再質問状を提出した。回答期限は５月２８日とした。  
しかるに、同年５月３０日になっても、回答どころか何ら連絡もない

ので督促状を提出した。更に、６月６日付、６月１０日付で公開質問状

を出しているが、回答はない。（甲第１０号証） 
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   以上のような、渋谷区教育委員会の極めて不誠実な対応は、住民に奉

仕すべき公僕たる公務員の義務を忘れた倣岸な姿勢の現れであり、本件

のような違法行為を行う遠因となっていると言わざるをえない。  
 

第４ 渋谷区長による行政の独断専行 

   教育委員会の実権を握るのは、行政と直結した委員長ではなく教育長

であることは周知のことである。 
渋谷区教育委員会の前教育長であった足立良明氏は、教員生活によっ

て培われた豊かな教育現場の経験を生かした良識ある教育長であった。

しかるに、現渋谷区長は、その同氏を平成１７年１１月８日付で事実上

更迭し、教育行政の素人であり、自分の言いなりになる渋谷区福祉部長

であった池山世津子氏を教育長に任命したのである。渋谷区教育委員会

の実権は、現渋谷区長が任命した同氏が掌握した。 
現渋谷区長の行政手法がトップダウン、更に言えば独断専行であるこ

とは多くの渋谷区職員が認めるところである。現渋谷区長は、自ら任命

した教育長を通じて渋谷区教育委員会の実権をも掌握したのである。 
神宮前小学校に「国際交流学級の開設のため」との名目で学校法人ホ

ライゾン学園を誘致し、同校に便宜供与（利益供与）するためには、教

育委員会を意のままに操らなければならず、渋谷区長にとっては、是非

とも必要な人事であったのであろう。 
現在までの未徴収の使用料や、渋谷区立神宮前小学校の施設工事整備

費のうち学校法人ホライゾン学園に対して使用させている部分について

は、渋谷区長、前渋谷区教育委員長及び現渋谷区教育委員長が個人の資

格において連帯して渋谷区へ補填する責任があることは言うまでもな

い。 

 

結  語 

 

 渋谷区とトルコ共和国イスタンブール市ウスキュダル区との間の友好都市

協定を口実に、行政財産（公有財産）をトルコ人（外国人）の経営する私立

学校に無償で使用させることを正当化することはできない。 

 よって、本件は地方自治法第２４２条第１項に該当し、渋谷区監査委員に

同法第２４２条第４項に基づく、必要な措置を講ずべき事の勧告を請求する。 

 

平成２０年６月３０日 

渋谷区監査委員 殿 
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請 求 者 

 

 東京都渋谷区千駄ヶ谷２丁目２４番１号 

  仙壽院住職 

 久保田 正尚(他４５名 別紙目録の通り） 

 電 話：０３－３４０１－３７０７ 
  ＦＡＸ：０３－３４０１－３７４７ 
 
 

代 理 人 

 
斎 藤  驍  （東京弁護士会所属） 

 〒１０２－００９３ 

  東京都千代田区平河町１－８－２ 山京半蔵門パレス３０２ 

 斎藤驍法律事務所 

 電 話：０３－３２３７－０８８８ 

  ＦＡＸ：０３－３２３７－０８９０ 

 

虎 頭 昭 夫（東京弁護士会所属） 

  〒１６０－０００４ 

  東京都新宿区四谷２－１４－４ ミツヤ四谷ビル６階 

 四谷共同法律事務所 

  電 話：０３－３３５３－７７７１ 

  ＦＡＸ：０３－３３５３－７７７３ 

 

吉 野 千 津 子（東京弁護士会所属） 

  〒１００－００１４ 

  東京都千代田区永田町２－１７－５－６１４ 

 よしの法律事務所 

  電 話：０３－３５９３－１２２２ 

  ＦＡＸ：０３－３５９３－１２２３ 

 
 


