
仮称総合スポーツ公園整備事業用地先行取得(購入)事件（用地事件）・同事件裁判 

＜附：足湯建設工事事件（足湯事件）裁判＞ 

足湯事件裁判に関係する部分は青字で示しています。 

なお、足湯建設工事事件そのものについては、 

別紙「足湯事件」（ＷＥＢサイトのカテゴリー「語句・用語・キーワード」→「語句」→「ア」にも掲載）をご参照ください。 

 

【１】事実関係 

（１）当該地  生駒市南田原町９７０番外 山林約４万㎡（約４ヘクタール）＜１ヘクタールは１００ｍ×１００ｍ＞ 

（２）当該地の不自然な売買 

03(H15). 6 市内在住の不動産建設会社役員の母親が某社から当該地を購入。 

    .10 地権者となった不動産建設会社役員側が市に土地売却を打診。 

    .12 生駒市土地開発公社（生駒市の100％出資会社）は生駒市に売却する事を条件に１億３４８０万円で当該地を購入。 

 

【２】住民監査請求から行政訴訟へ 

（１）市民は当該地の不自然な売買に疑義を持った。 

 不動産建設会社役員側は、何を目的にこの山林を買い、また極めて短期間に市に売却出来たのだろうか？当時は日本経済はデフレ

の真っ最中で地価はまだまだ下がりつづけていた状況だった。そのような状況で高価な買い物を急がなければならなかった市の真の

理由とは一体何なのか。当該地購入は税金の無駄遣いでは？この土地購入について、不動産鑑定士に確認したところ、この土地購入

価格は実勢価格に比べかなり割高なものだった。市民の大事な税金が無駄に使われているのではないか？また、この周辺には、以前

より不必要な「総合スポーツ公園構想」があった。公社から市に売却されることで、不必要な大規模公共工事が始まり、さらに多額

の税金が費やされるのではないか？ 

 

（２）市民は（１）のような素朴な考えから市に対し住民監査請求を行なった<06(H18).3.6>が、市の監査委員はこれを即時却下し

た<06(H18).3.22>。この状況に至り、市民は訴訟費用や費やされるであろう多くの時間等について大いに悩んだ。しかし、土地開発

公社から当該地を買い取らないよう市に求める行政訴訟に踏み切り、奈良県庁司法記者クラブで記者会見を行った<06(H18).4.27>。 

 

（３）行政訴訟（奈良地裁） 

 ①公判の中で不動産建設会社役員側の当該地購入代金は３８１２万円と判明。また、地裁による当該地の鑑定価格は１２４３万円。 

 ②07(H19).2. 5 訴訟関係者（判事・弁護士・不動産鑑定士・市職員・原告・報道関係者・市民）による現地視察。 

 ③07(H19).6.26 関係者（中本前市長・酒井前市議会議長・不動産建設会社役員側）に市が損害賠償請求することを条件に原告（市

民４人）と市が和解。 

 

（４）和解に伴い、市は土地開発公社から用地を買い取り損害額を確定させた上で、買取にかかった費用と不動産鑑定にかかった費

用計１億３６３９万円の全額、それに加えて、足湯建設工事について随意契約で支払った金額（５１００万円＜税抜き＞）と入札し

た場合の適正額（約３７００万円）との差額１４１７万円、合計１億５０５６万円の損害賠償を求める催告書※を関係者５人（中本

前市長・酒井前議長ら）と２社（奈良市の不動産建設会社「ウツミ」（現七条建設株式会社）・新潟の温泉採掘業「株式会社中由<なか

よし>商会」）に送付し<07(H19).7.11>、奈良地裁に中本前市長・酒井前議長両被告ら関係者の資産仮差し押え手続きを行なった。 

  ※催告書：１ヶ月以内に賠償に応じない場合、奈良地裁に提訴するというもの。 

 

 

 

 

 

 

 

【３】刑事裁判 

07(H19). 4.10 奈良市の不動産建設会社「ウツミ」の３名（社長ＫＨ・元社長ＵＴ・役員ＯＴ）が大阪地検特捜部に、山林売買(総 

      合スポーツ公園用地購入)にかかわる背任（共犯）の容疑（山林を不当な高値で市土地開発公社に買い取らせて市に損害 

      を与えたとされる）で逮捕された（⇒ＫＨとＵＴは起訴される・ＯＴは不起訴）。 

       奈良市内の不動産鑑定士ＴＳも大阪地検特捜部に、背任（共犯）の容疑（実勢価格が１２００万円相当だった山林の 

      価格を約１億３５００万円と鑑定したとされる）で逮捕される（⇒不起訴）。 

07(H19). 4.22 酒井現市議会議長＜肩書きは当時のもの／07(H19).4.29まで議長＞が大阪地検特捜部に、山林売買にかかわり生駒 

      市に損害を与えたとして、背任容疑（共犯）で逮捕された（⇒起訴される）。 

07(H19). 5.13 酒井前議長＜肩書きは当時のもの／以下同じ＞は大阪地検特捜部に、山林売買でのあっせん収賄（市に高値で山林 

      を購入するよう働きかけた見返りに、ウツミ側から現金１０００万円を受け取ったとされる）容疑で再逮捕された（⇒ 

      起訴される）。 

07(H19). 5.14 市議会臨時会が、酒井前議長に対する最初の議員辞職勧告決議案を全会一致で可決した。 

07(H19). 5.17 中本前市長が大阪地検特捜部に、山林売買にかかわり背任（正犯）と加重収賄の容疑（山林を市土地開発公社に法 

       外な高値で購入させて市に損害を与えた上、不正行為の見返りに売り主のウツミ側から現金１０００万円を受け取っ 

       たとされる）で逮捕される。（調べによると、土地代金が市側から「ウツミ」に振り込まれた翌日、市長室でわいろ 

       の１千万円を受け取っていた。また、03<H15>年12月ごろ、部下に山林の早期買い取りを命じ、直後から極めて異例 

       の速さで手続きが進んでいたことが分かった。山林の先行取得を市土地開発公社に依頼した後、用地取得を検討する 

       委員会を開催するなど、手順の逆転まで起きていた）。 

07(H19). 5.22 酒井前議長は大阪地検特捜部に、あっせん収賄の容疑（足湯建設工事を中由商会に受注させるよう市側に働きかけ 

      た見返りに、06(H18).2に４００万円を受け取ったとされる）で逮捕された（⇒起訴される）。＜足湯事件において中本 

      前市長は背任（正犯）の疑いがもたれたが起訴はされなかった。そのため、酒井前議長も背任（共犯）では起訴されな 

      かった。＞ 

       中由商会の役員２人（ＮＭ・ＮＮ）も足湯建設工事にかかる贈賄容疑で逮捕された（⇒ＮＭは起訴される・ＮＮは不 

      起訴）。 

07(H19). 6. 7 大阪地検特捜部は、中本前市長を加重収賄と背任、酒井前議長をあっせん収賄と背任で起訴。 

07(H19). 9. 1 市は総合スポーツ公園用地購入問題等調査委員会を設置 

07(H19).12.27 大阪地裁判決･･･贈賄罪に問われた中由商会役員ＮＭへ、西田真基裁判長は「市政への信頼を損なった悪質な犯行だ 

      が、受注を持ちかけたのは議長側で、主導していない」と述べ、懲役１年６カ月執行猶予３年（求刑懲役１年６カ月） 

      を言い渡した。 

08(H20). 6.16 中本前市長・酒井前議長・ウツミ側２名の４名を被告とする大阪地裁第１回公判 

09(H21). 3.16 大阪地裁判決･･･中本前市長は、山林売買にかかわる背任（正犯）・加重収賄の罪で懲役２年８ヵ月と追徴金１００ 

      ０万円の実刑判決を言い渡された（⇒前市長は控訴）。 

       贈賄側のウツミ２名は背任（共犯）の罪で懲役１年２ヵ月の実刑判決（⇒２名も控訴）。 

09(H21). 4.16 大阪地裁判決･･･酒井前議長は、山林売買にかかわる背任（共犯）と山林売買・足湯建設工事にかかわるあっせん収 

      賄の罪で懲役３年６ヵ月、追徴金１４００万円の実刑判決を言い渡された（⇒前議長は控訴）。 

09(H21). 5.11 市議会臨時会が、酒井前議長に対する２回目の議員辞職勧告決議案を全会一致で可決した。 

09(H21).10. 3 酒井議員のリコール(解職)を求める直接請求署名（～11.2） 

09(H21).11.19 総合スポーツ公園用地購入問題等調査委員会は「総合スポーツ公園用地購入案件についての調査報告書」「足湯施設

建設案件についての調査報告書」を市長に提出 

09(H21).12. 5 リコール(解職)投票の告示日（来る1.4）・投開票日（同1.24）が発表される。 

09(H21).12.28 酒井議員は辞職 

10(H22). 1.15 市は供託金５０００万円について、損害賠償金の一部として受領することとし、奈良地方法務局へ手続きを行なう。 

10(H22). 2.25 大阪高裁判決･･･山林売買にかかわる背任（共犯）と山林売買・足湯建設工事にかかわるあっせん収賄の罪に問われ 

      た酒井元議長に対し、大渕敏和裁判長は、「市議の立場を悪用して不正にかかわり、巨額のわいろを得た犯行は悪質。 

      一審の量刑が重すぎるとはいえない」と述べ、懲役３年６ヵ月・追徴金１４００万円とした一審判決を支持し、控訴を 

      棄却する実刑判決を言い渡した（⇒元議長は上告）。 

10(H22). 3. 2 大阪高裁判決･･･山林売買にかかわる背任（正犯）と加重収賄の罪に問われた中本前市長に対し、懲役２年８ヵ月・ 

      追徴金１千万円（求刑懲役４年・追徴金１０００万円）とした１審大阪地裁判決を一部破棄し、懲役２年・追徴金１０ 

      ００万円の実刑判決を言い渡した（⇒前市長は上告）。 

              ウツミの２名に対しては、いずれも懲役１年２ヵ月（求刑懲役１年６月）とした１審判決を支持し、 

      控訴を棄却する判決を言い渡した（⇒２名共上告せず、刑が確定）。 

12(H24). 5.10 中本前市長が逝去。 

12(H24). 6. 6 最高裁は中本前市長の公訴棄却を決定（５年に及ぶ刑事裁判終結）。 

12(H24).10.30 最高裁は酒井元議長の上告棄却を決定。 

 

【４】民事訴訟 

（１）２事件分について市が提訴 

07(H19). 7.11 市に対する損害の賠償（約１億５千万円）を求める催告書を前市長・元議長ら関係者５人とウツミ・中由商会 

に送付（１か月以内に賠償に応じない場合、奈良地裁に提訴するとの内容）。 

. 8.16 市は奈良地裁に損害賠償を請求訴訟を提起。 

事件の構図・事件に関与した人物と罪状については、 
別紙「総合スポーツ公園用地購入事件・足湯工事事件の構図・事件に関与した人物と罪状一覧 

（ＷＥＢサイトのカテゴリー「語句・用語・キーワード」→「語句」→「サ」にも掲載） 
をご参照ください。 



        ○用地事件分：５者（中本前市長・酒井前議長、ウツミのＵＴ・ＫＨ、ウツミ）に１億４３２０万８０２０円※お 

よび遅延損害金。 

          ※内訳：土地開発公社が取得に要した費用(1億３４８０万円)・左費用の利息(75万8020円)・土地鑑定費用(84 

              万円)・弁護士費用(681万円) 

        ○足湯事件分：４者（中本前市長・酒井前議長、中由商会のＮＭ、中由商会）に１４８７万８８２５円および遅延 

損害金。 

07(H19). 9. 7 民事訴訟の提起について、地方自治法第１７９条第１項の規定により先決処分したことから、平成１９年９月議会に 

       おいて承認を求める。 

09(H21).11.20 中本前市長・ウツミ側２名から５０００万円が供託される。 

10(H22). 1.15 供託金５０００万円について、損害賠償金の一部として受領することとし、奈良地方法務局へ手続きを行う（１月２ 

       ０日入金）。 

10(H22). 2.19 供託がなされたこと等に伴い、市は賠償請求額の変更（請求の減縮）を行なう。 

        ○変更後の請求額：総合スポーツ公園用地購入事件分 ９８５４万８７７６円＋遅延損害金 

           当初の請求額（1億4320万8020円）から供託による弁済5000万円(うち、元本部分に４４６５万９２４４ 

           円、遅延損害金部分に５３４万７５６円を充当）を減縮したもの。 

 

（２）用地事件分 

10(H22). 5.25 奈良地裁判決 

        (1)原告（市）の請求：賠償請求額９８５４万８７７６円＋遅延損害金 

        (2)主文（抜粋）：被告らは、原告に対し、連帯して４０４２万７５０６円※及びこれに対する平成２１年１１月２ 

         １日(5000万円の供託日の翌日)から支払い済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

          ※算出式：９８５４万８７７６円－５２８万８２７０円{酒井前議員の報酬差し押え(１０７１万６４４７円) 

           のうち元本部分への充当}－本件土地の時価相当額(５２８３万３０００円) 

        (3)裁判所の判断 

         ①被告ＫＨ・ＵＴが中本前市長・酒井前議長に渡した各１０００万円は賄賂であると解するのが相当。 

         ②本件土地は原告にとって必要性のない土地であったといわざるを得ない。 

         ③本件土地の価格が不当に高く、原告に損害を与える反面、ウツミ側を利することは明らか。 

         ④違法行為が被害者に損害とともに利益をも生じたときは、これを控除した額が賠償額というべきである。 

         ⑤原告が本件契約により本件土地を取得し、現にこれを保持している以上、本件土地の時価相当額は損益相殺の 

          対象となるというべきである。 

        (4)原告（市）の判決に対する判断 

         ①(3)-①・②・③は市の主張を認めたもの。 

         ②しかし、判決は(3)-④・⑤を根拠に本件土地（山林）の時価相当額（約５３００万円）を控除して賠償額を決 

          定したが、山林は利用価値がなく全額が損害であり、また、時価相当額として控除した約５３００万円にも根 

          拠や説得力がなく※、判決の賠償額と市の請求するそれとでは約５８００万円の差がある。この点で判決は市 

          の主張を認めなかったので控訴（6.2）。  ※注：実勢価格は１２００万円相当と思われる。 

10(H22).12.21 大阪高裁判決 事件名：平成２２年（ネ）第２０９３号損害賠償請求控訴事件（仮称総合スポーツ公園用地先行取 

得事件）（原審」：奈良地方裁判所 平成１９年（ワ）第６１１号） 永井ユタカ裁判長 

        (1)原告＜市＞の請求：賠償請求額９８５４万８７７６円＋遅延損害金 

        (2)判決：１審原告の控訴に基づき、原判決主文第１、２項を変更して、被告＜中本前市長・酒井前議長、七条建設 

           (株)（旧ウツミ）のＵＴ・ＫＨ、七条建設(株)（旧ウツミ）＞らは、原告に対し、連帯して６１０２万１５ 

          ５１円（判決額※１)及びうち５８１２万１２７０円（弁済分充当後の損害額※２）に対する平成２２年７月１ 

          ３日から支払い済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

           ※１判決額＝原告の損害額（賠償請求額）９８５４万８７７６円＜土地取得に要した費用・弁護士費用等の 

            損害額合計（１億４３２０万８０２０円）－供託金の額（元本部分充当額）４４６５万９２４４円＞－被 

            告（前市長）からの１審判決による弁済分（H22.7.12支払い済）４０４２万７５０６円＋確定遅延損害金 

           （２９０万２８１円）※３ 

           ※２弁済分充当後の損害額＝原告の損害額（賠償請求額）９８５４万８７７６円－被告（前市長）からの１ 

            審判決による弁済分（H22.7.12支払い済）４０４２万７５０６円 

           ※３確定遅延損害金＝弁済分充当後の損害額に対する確定遅延損害金（H21.11.21～H22.7.12 年５％）－被 

            告（前市長）からの１審判決による弁済分（H22.7.12支払い済）１２９万５８９５円＋確定遅延損害金残 

            額（１０３万７２１６円）※４ 

           ※４確定遅延損害金残額＝原告の損害額（賠償請求額）に対する遅延損害金（起算日～H21.11.20 年５％） 

            １７０９万４４１９円－供託金の額（遅延損害金充当額）５３４万７５６円※５－議員報酬（差押分）充 

            当額１０７１万６４４７円 

           ※５供託金の合計額：４４６５万９２４４円＋５３４万７５６円＝５０００万円 

        (3)裁判所の判断 

         ○＜１つにまとめると＞市の主張を全面的に認めた。前市長らの不法行為で市は必要性も利用価値もない土地を 

          買い取らざるを得なくなった。前市長の背任行為で態様は悪質。損害額から土地の価格を除くべきではない。 

         ○＜３点に整理すると＞ 

          １）本件不法行為については、刑事上も１審被告前市長・元議長・ＵＴ・ＫＨの共謀による背任罪が成立すり 

            と認定された上、これに関連して贈収賄が行われ、上記被告らは、いずれも実刑判決を宣告されるに至っ 

            ているものであり、本件不法行為が典型的な反倫理行為に該当することは明らかである。 

          ２）本件不法行為により、１審被告七条建設は不当に高額な転売利益を得た一方、１審原告は、必要性も利用 

            価値もない本件土地を買い取らざるを得なくなったのであるから、本件土地の取得によって１審原告が利 

            益を得ているとしても、それは不法原因給付によって生じたものというべきであり、（中略）同利益を損益 

            相殺ないし損益相殺的な調整の対象として１審原告の損害額から控除することは許されないと解すべきで 

            ある。 

          ３）本件不法行為は、１審原告の当時の市長であった１審被告前市長による背任行為である以上、その態様も 

            悪質であることにかんがみると、１審原告に過失があるとして過失相殺をすることは相当ではない。 

        (4)原告（市）の判決に対する判断 

         ○市長のコメント「市の主張が全面的に認められ、大変うれしい。」 

         ○全面勝訴なので上告の必要なし。 

        (5)被告の判決に対する対応 

         ○10(H22).12.27 被告５名全員が最高裁に上告手続き（上告状兼上告受理申立書を提出／上告人＝被告５名は 

                ５０日以内に上告の理由書を提出する必要あり）⇒大阪高裁より原告宛てに上告提起通知書・上 

告受理申立通知書送付。 

（３）足湯事件分 

10(H22). 7. 1 奈良地裁証拠拠調べ（酒井元議長・中由商会・市施設整備課長に対する）。 

10(H22).12. 9 奈良地裁判決 事件名：平成１９年（ワ）第６１２号 損害賠償事件（足湯施設建設事件） 一谷好文裁判長 

        (1)原告（市）の請求：１６７３万５２６９円＜損害額１４８７万８８２５円※＋確定遅延損害金（起算日～H22.3.2 

         ／年５％）２９１万６３１０円－議員報酬差押分１０５万９８６６円＞及び損害額１４８７万８８２５円に対す 

         る平成２２年３月３日から支払い済みまでの遅延損害金（年５％） 

             ※損害額の算出式：①－③＋④ 

                工事代金（税別）５１００万円･･･① 

                市の事後的な積算（税別）３８８４万５０００円･･･② 

                ②×平均落札率（９４.７９％）３６８２万１１７５円･･･③ 

                弁護士費用７０万円･･･④ 

        (2)判決：被告ら＜前市長・元議長・（株）ＮＮＣエンジニアリング（旧中由商会）・旧中由商会のＮＭ＞は、原告に 

          対し、連帯して１１７３万７６２６円（認定損害相当額１０２０万円※＋弁護士費用５０万円＋左２つに対す 

          る確定遅延損害金＜起算日～H22.3.2／年５％＞２０９万７４９２円－議員報酬差し押さえ分１０５万９８６ 

          ６円）及びうち損害額１０７０万円（認定損害相当額＋弁護士費用）に対する平成２２年３月３日から支払い 

          済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

             ※認定損害相当額の算出式：工事代金（税別）５１００万円×２０％＝１０２０万円 

        (3-1)裁判所の判断＜４つのまとめ＞ 

         ①随意契約によるべきでなかったとの点について：本件契約を随意契約により被告中由商会に受注させたことは 

          については、契約担当者である被告中本の裁量権の濫用があったことが明らかである。したがって、本件契約 

          は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項２号（不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とす 

          る物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が 

          競争入札に適しないものをするときは、随意契約によることができる）に該当しないというべきである。 

         ②水増し請求との点について：本件契約価格は、競争入札に付されていれば形成されたであろう想定落札価格を 

          上回る不相当に高い金額であったことが認められ、水増し請求があったといえるから、地方自治法２条１４項 

          （地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大 

          の効果を挙げるようにしなければならない。）及び地方財政法４条１項（地方公共団体の経費は、その目的を達 

          成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。）に反する違法もあったといえる。 

         ③損害額について：本件契約価格と想定落札価格との差額として原告の損害を推計することもまた極めて困難で 

          あるというべきである。したがって、本件における損害は、性質上その額を立証することが極めて困難である 



          とき（民事訴訟法２４８条）に該当するといわざるを得ない。 

         ④損害額の認定：当裁判所は、本件契約により原告が被った損害につき、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果 

          に基づき、本件契約価格５１００万円の２０％である１０２０万円をもって相当な損害額と認定する。 

        (3-2)裁判所の判断＜２つのまとめ＞ 

         ①競争入札より不当に高い随意契約をし、裁量権の乱用があったと認定、契約価格５１００万円（税抜き）の２ 

          ０％（１０２０万円）を損害額とした。 

         ②市は競争入札だった場合の価格を約３７００万円と算定し、１４００万円を被害額と主張していたが、判決は 

          「競争入札による落札価格の算定は困難」としてこれを退けた。 

        (4)原告（市）の判決に対する判断 

         ○当初：市長のコメント「市の請求が１部認められなかったことは残念。今後は、判決内容を十分に精査・検討 

          した上で考えたい。」→精査・検討結果：原告の請求する損害額（１４８７万８８２５円）と判決額（１０７０ 

          万円）とでは約４００万円の差があるが、これを除けばあと全ては市の主張が認められた。また、差額（約４ 

          ００万円）のうち２００万円は差押で回収可能である。そのため、被告が控訴すれば市も控訴するが、でなけ 

          れば、控訴しない。 

        (5)被告の判決に対する当初の判断 

         ○当初：中本前市長（朝日新聞の取材に）「判決内容を弁護士から聞いていないので、何も言えない。」 

        (6)被告の判決に対する対応とそれに対する原告の対応 

         ①（株）ＮＮＣエンジニアリング：判決に基づき市に弁済（１２１７万２９５４円）<12.24> 

             判決額１１７３万７６２６円＋うち損害額１０７０万円に対する平成２２年３月３日から支払い日＜ 

             10(H22).12.24＞まで(297日)年５分の割合による金員（４３万５３２８円）＝１２１７万２９５４円 

         ②前市長・元議長は大阪高裁に控訴⇒原告も控訴 

11(H23). 5. 9 大阪高裁和解勧告 事件名：平成２３年（ネ）第２８９号 損害賠償請求控訴事件） 受命裁判官 神山隆一 

        (1)内容 

         ①第１審被告ら（中本前市長・酒井元議長）は第１審原告（生駒市）に対し、本件損害金として、既払金を除く 

ほか、連帯して２００万円の支払い義務があることを認め、２００万円を11(H23)年７月１５日までに、市指 

定の銀行口座に振り込む。市は第１審被告らに対するその他の請求を放棄する。 

         ②市が07(H19)年６月２８日に近畿大阪銀行梅田支店との間に前市長のため２２００万円を限度とする支払保証 

委託契約を締結する方法により提供した担保（損害賠償の法的手続きが実行されることにより被告が将来蒙る 

かもしれない損害の担保）の取消しに前市長は同意する。 

         ③訴訟費用は各自の負担とする。 

        (2)勧告に対する市の態度 

         ○市の請求額は、１６７３万５２６９円＜損害額１４８７万８８２５円＋確定遅延損害金（起算日～H22.3.2／ 

年５％）２９１万６３１０円－議員報酬差押分１０５万９８６６円＞及び損害額１４８７万８８２５円に対す 

る平成２２年３月３日から支払い済みまでの遅延損害金（年５％）であるが、（株）ＮＮＣエンジニアリング 

が一審（奈良地裁）判決に基づき市１２１７万２９５４円を弁済し、今回の和解で２００万円の回収が可能と 

なり、遅延損害金も加えると、損害額はほぼ回収できることになるため和解を受け入れる。 

        (3)勧告に対する被告の態度・・・和解に応じる見込み（６月６日現在） 

11(H23). 6.14 市議会が和解について議決 

11(H23). 6.28 和解→供託金（2,270万円）が市に返還された。 

 

【５】刑事裁判・民事訴訟のまとめ（公職者のもののみ） 

12(H24)年11月2日現在 
  総合スポーツ公園用地購入事件 足湯建設事件 

 起訴 不起訴 起訴 不起訴 
背任（正犯）・加重収賄 中本前市長 

＜最高裁が公訴棄却を決定して終結＞ 

  背任（正犯） 

背任（共犯）・あっせん収賄 あっせん収賄 

刑事裁判 

酒井元議長 

＜最高裁が上告棄却＞ 

 
＜最高裁が上告棄却＞ 

正犯が不起訴なので背任

（共犯）については不起訴 

中本前市長 
民事訴訟 

酒井元議長 

損害賠償 

＜最高裁に上告中＞ 
損害賠償 

＜すでに和解＞ 
 


