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決 定 書 

（住民監査請求監査結果） 

 

第１ 請求の受付 

１ 請求人 

 

 

 

２ 請求書の提出 

  平成２９年５月１９日 

 

３ 請求内容 

主張事実（要旨）及び措置請求 

    射水市長夏野元志は、平成２６年７月１４日に実施された射水市庁舎新築（建

築主体）工事の入札予定価格を４２億９８４０万円と定めるに当たり、違法か

つ不当に２億８３８０万２４１６円（仮にこの金額に理由がなければ、５５９

４万４０００円、仮にこの金額にも理由がなければ、４２９８万４０００円）

を水増ししたため、佐藤工業・牧田組・高田建設射水市庁舎新築（建築主体）

工事共同企業体による入札予定価格のほぼ１００％である４２億７１４０万円

での落札、射水市と同共同企業体との間での落札価格を代金額とする工事請負

契約の締結、同共同企業体による工事の完成を経て、射水市が同共同企業体に

対し、その契約代金全額を支払ったことにより、射水市に対し、上記水増し金

額と同額の損害を与えたものであるから、請求者は、射水市監査委員に対し、

この損害を補填するために必要な措置を講ずることを求める。 

 

４ 請求の受理 

    本件請求は、平成２９年５月１９日に提出され、地方自治法第２４２条に定

める要件を具備するものと認め受理した。 

 

第２ 監査の実施 

 １ 監査対象事項 

請求人の主張事実（要旨）及び措置請求における次の主張に関すること。 

以下の理由から、射水市長夏野元志は、違法・不当な契約の締結及び公金の

支出があるとの主張 

（１）夏野市長の違法行為 
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 ア 第３回入札が不調に終わった後、射水市が佐藤工業株式会社に対して、落

札を依頼し、佐藤工業の見積りに基づいて、いわば佐藤工業の言い値で入札

予定価格を定めようとしている噂が流れていた。 

   請求人は、公開された３回にわたる入札の設計書を比較検討し、上記の噂

が真実であると確信するに至った。 

以下、第１回入札、第２回入札の際の設計書を「１，２回目設計書」、第３

回入札の際の設計書を「３回目設計書」、第４回入札の際の設計書を「４回目

設計書」という。 

 

 イ １、２回目設計書、３回目設計書と４回目設計書の内容の大きな相違 

（ア） 射水市は、第１回・第２回入札、第３回入札が成立しなかったのは、

公表価格と実勢価格に相当なかい離が生じたことが理由であるとして

いる。 

（イ） 工事価格は単価と数量で決まる。建設物価の上昇は、単価の上昇とし

て現れる。射水市は、見積徴収に当たっては、依頼先業者に単価の入っ

ていない設計図書、仕様書等を示して単価の実勢価格を記載してもらう

ことになる。 

（ウ） 射水市がそのようにして徴収した見積りに基づいて４回目設計書を作

成したのであれば、４回目設計書は、３回目設計書と項目立てや数量は

同一であり、単価のみが異なるものであるはずである。現に、１、２回

目設計書と３回目設計書は、項目立ては同一であり、数量もわずかな例

外を除いては同一である。 

（エ） ３回目設計書と４回目設計書は、項目立ても工事費の算出過程も大き

く異なり、まるで異なる工事の設計書かと見紛うほどである。そもそも

１、２回目設計書と３回目設計書はいずれも８８頁の文書であるが、４

回目設計書は３０６頁もの分量がある。そして、１、２回目設計書と３

回目設計書は、数量にわずかな相違がある項目がある以外は同一である

のに対して、４回目設計書は、１、２回目設計書及び３回目設計書とは

書式が異なるだけでなく、工事項目が相当異なる。 

 

 ウ 工種毎の金額の変動の激しさ 

 （ア） ３回目設計書を前提に建築物価の上昇を反映させて４回目設計書を作

成したのであれば、工種毎に程度の差があるとしても、全体としては上

昇の傾向を示すはずである。 

 （イ） １、２回目設計書と３回目設計書を比較すると、２４の工種の殆どで、

１００％～１６０％に増額されており、減額されているガラス工事、内
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外装工事、一般管理費も減額幅はわずかである。 

３回目設計書と４回目設計書を比較すると、石工事の価格が４倍近く、

木工工事及び左官工事の価格が２倍以上も増額されている反面、減額さ

れている工種が９種もあり、減額幅も、既製コンクリート工事は約７割、

エレベーター工事は約５割、免震工事と金属工事は約２割とまことに大

幅である。 

減額幅が最も顕著な「既製コンクリート工事」をみると、３回目設計

書にあった「ＰＣａ床板部材費 １式 ４３４０万円」が４回目設計書

では存在しない。 

（ウ） 以上のことは、３回目設計書から４回目設計書への変化が、単に建築

物価の反映による単価の上昇に止まらないことを意味している。 

 

 エ 経費、とりわけ共通仮設費の水増し 

 （ア） ４回目設計書の設計価格は３回目設計書のそれから約９億３０００万

円増加しているが、そのうちの相当部分が直接工事費以外の費用（共通

仮設費、現場管理費、一般管理費）の増加分であることが判る。特に、

共通仮設費は、約９６００万円（率にして約２５０％）もの増加を示し

ている。 

（イ） 共通仮設費の増加の大きな要因は、指定仮設費として、「現場事務所・

駐車場用地貸与 一式 １２００万円」、「クレーン・ロングスパンＥＶ

等 一式 ３９８０万円」が計上されたことにある。 

（ウ） 国土交通省大臣官房官庁営繕部が監修した「公共建築工事積算基準」

によれば、共通仮設費は、費用を積み上げにより算定するか、過去の実

績等に基づく直接工事費に対する比率（共通仮設費率）により算定する

が、共通仮設費率に含まれない内容については、必要に応じ別途積み上

げにより算定して加算することとされている。そして、借地料や揚重機

械器具は、共通仮設費率に含まれないとされている。 

（エ） 「現場事務所・駐車場用地貸与」、「クレーン・ロングスパンＥＶ等」

が工事に必要なのであれば、これに要する費用を共通仮設費率によって

算定した金額とは別に、「共通仮設費」とすることに問題はない。問題は、

これらが本当に必要なのか否かである。 

   １、２回目設計書、３回目設計書において、これらが計上されていな

かったことから、株式会社佐藤総合計画がその必要性を認めていなかっ

たことが明らかである。設計会社が必要を認めていなかった費用を４回

目設計書において計上することは、建設物価の上昇を反映させるという

４回目設計書作成の目的から大きく逸脱すると言わなければならない。 
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 オ 小括 

（ア） 以上によれば、４回目設計書は、従来の設計書の積算手法を前提に建

築物価の上昇を反映する趣旨で設計価格を修正したのではなく、設計の

一部を変更した上、従来とは異なる新たな積算手法に基づいて作成され

たものであることが容易に推認できる。そして、新たな手法によって積

算した主体が、株式会社佐藤総合計画であるとは考え難い。なぜなら、

４回目設計書は、それまでの設計書と書式が全く異なるだけでなく、項

目立てや金額の算出方法も大きく異なり、一部設計変更まで伴っている

からである。射水市が見積徴収したという８２社の業者でもない。専門

工事業者や資材メーカーに市庁舎新築工事全体の積算ができるとは考え

られない。そして、射水市の職員でもない。射水市職員にそのような能

力があるとは考えられないからである。 

（イ） そうすると、４回目設計書を作成したのは、いわゆるゼネコン（総合

建設業者）であるとしか考えられず、これを作成した可能性のあるゼネ

コンは、建築主体工事を落札したＪＶを構成する佐藤工業株式会社しか

存在しないのである。 

（ウ） ４回目設計書で、共通仮設費の一部として掲げられた指定仮設費は、

発注者側の指定による費用である。借地であれば、その面積及び使用期

間、クレーンやＥＶであれば、その形式、能力及び使用期間を具体的に

指定しなければ、入札しようとする業者は見積もることができない。と

ころが、４回目設計書には、その具体的指定が全くなく、いずれについ

ても「一式」とされているのみである。これは、異常である。同頁に同

じ指定仮設として計上されている「仮囲い」、「仮門」、「鉄板敷」につい

ては、その材料、数量を具体的に指定されていることと対比されたい。

入札した佐藤工業ＪＶが「一式」という表示でも見積りができたのは、

佐藤工業自体が、借地の面積及び使用期間、クレーンやＥＶの形式、能

力及び使用期間を知っていたからとしか考えられない。 

（エ） 地方公共団体が、落札予定業者に積算をさせた金額を入札予定価格と

し、その金額で落札させるのは、実質的な官製談合と指摘されてもやむ

を得ない違法行為である。競争原理が働かず、落札業者である佐藤工業

ＪＶは、希望通りの金額で落札し、落札金額の支払いを受けたのである

から、同ＪＶは、相当額の不当な利益を得ていることが明らかであり、

これを支払った射水市は、同額の損害を受けていることが明らかである。 

（２）射水市の損害額 

射水市が被った損害額は、射水市が正しく実勢価格を調査して、それに基づ
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いて入札予定価格（以下「本来の入札予定価格」という。）を定めたのであれば

落札されたであろう金額と、現実に落札された金額との差額である。そして、

第４回入札における建築主体工事の落札率は、９９．３７％と極めて高率であ

るから、上記の差額は、本来の入札予定価格と現実の入札予定価格との差額と

同視することができる。 

   ア 一次的主張 

     第４回入札予定価格の不当性は、経費額に顕著に現れている。別紙２に記

載したように、庁舎棟の直接工事費は第３回入札から５％の増加にとどまっ

ているのに、諸経費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）の合計額は７

１．８％も増額されているのである。本来、共通仮設費も、現場管理費も、

一般管理費も、直接工事費に一定の利率を乗じて算出するものであるから、

経費の増加額は、直接工事費の増加割合と同じ割合の範囲内では相当である

というべきであるが、それを超える部分は不当な増額であり、これが「本来

の入札予定価格と現実の入札予定価格の差額」に当たる。不当な金額は、２

億８３８０万２４１６円である。 

   イ 二次的主張 

仮に、一次的主張に理由がない場合、一流の設計会社である株式会社佐藤

総合計画が必要と認めていなかった「現場事務所・駐車場用地貸与」「クレー

ン・ロングスパン ＥＶ 等」を第４回入札の段階で組み入れることは不当

であり、少なくとも、この価格５５９４万４０００円は不当な増額であり、

これが「本来の入札予定価格と現実の入札予定価格の差額」に当たる。 

   ウ 三次的主張 

仮に、一次的主張、二次的主張に理由がない場合、射水市は、実質的な官

製談合という違法行為によって入札予定価格を定めたのであるから、本来の

入札予定価格よりも高額になったことは当然のこととして推測される。その

割合は、本件に現れた一切の事情を評価すれば、どんなに低く評価しても、

入札予定価格の１％、すなわち４２９８万４０００円を下回らないと考えら

れるから、これが、「本来の入札予定価格と現実の入札予定価格の差額」に当

たる。 

 

以上のとおり、射水市長夏野元志について、違法若しくは不当な公金の支出

があるから、射水市の住民である請求者は、地方自治法第２４２条第１項に基

づき、射水市監査委員に対し、射水市が被った損害を補填するために必要な措

置（射水市長夏野元志に対する一次的には２億８３８０万２４１６円の、二次

的には５５９４万４０００円の、三次的には４２９８万４０００円の損害賠償

を請求すること）を求めると主張。 
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２ 監査対象部局 

   企画管理部 政策推進課、財務管理部 管財契約課及び都市整備部 建築住宅課 

 

３ 請求人の陳述、関係職員の意見聴取 

   地方自治法第２４２条第７項の規定に基づく請求人からの証拠の提出及び陳述

については、平成２９年６月２１日に行った。 

   関係職員からの意見聴取については、同月２６日に行った。 

 

４ 監査の方法 

対象部局の関係職員からあらかじめ請求人の主張要旨に対する答弁を含む関係

書類及び証拠書類（８２社の業者見積書等）の提出を求め、あわせて意見聴取を

行った。 

 

第３ 監査の結果 

１ 主 文 

 本件請求を棄却する。 

 

２ 理 由 

（１） 本件請求に関し、次の事実を認定した。 

ア 射水市庁舎新築（建築主体）設計書は、第１回～第３回は「富山県営繕工

事積算基準」、第４回は「公共建築工事積算基準」及び見積書に基づき作成

されている。 

イ 射水市庁舎新築工事にかかる入札予定日は、第１回を平成２５年９月５日、

第２回を同月３０日とする公告が行われたが、何れも参加企業がなく中止と

なった。 

ウ 第３回入札は、立体駐車場や外構工事を除いて庁舎本体工事を先行着手す

ることとして、入札予定日を平成２６年１月２４日とする公告が行われたが、

参加企業がなく中止となった。 

エ 第４回入札の公告は、平成２６年６月４日に行われ、同年７月２日に佐藤

工業株式会社、株式会社牧田組、高田建設株式会社で構成する共同企業体（以

下「佐藤工業ＪＶ」という。）から設計図書（仕様書、設計図等）及び参考

数量表に対し、３２項目にわたる質問書が提出され、同月４日に射水市が回

答している。 

オ 第４回入札は、平成２６年７月１４日に行われ、建築主体工事については、

佐藤工業ＪＶが、４２億７１４０万円で落札し、落札率は９９．３７パーセ
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ントであった。 

カ ４回目設計書は、国からの通知「公共建築工事の円滑な施工確保に係る当

面の取組について（平成２６年１月２４日付け、総務省自治行政局長、国土

交通省大臣官房官庁営繕部長及び国土交通省土地・建設産業局長通知）」に

基づき、全工種にわたり８２社の業者から見積徴収が行われ、数量、仕様に

ついて再設計、再積算が行われている。 

キ 前記通知には、「最新単価による予定価格設定の徹底」、「公共建築工事の

積算に適用する単価について」が示されており、「実勢に応じた予定価格を

設定することとし、最新の単価を適用してもなお不調・不落となった場合に

は、入札参加者からも見積りの提出を求める方法を活用すること」と記載さ

れている。 

ク 前記「カ」及び「キ」により、４回目設計書は、項目立てや数量が３回目

までの設計書と同一ではなく、新たな項目が加わっていることや仮設工事の

数量が一式と記載されている。 

ケ １、２回目設計書の頁数は１７６頁、３回目設計書の頁数は１０７頁、４

回目設計書の頁数は３０７頁である。 

コ ４回目設計書において、指定仮設費として、「現場事務所・駐車場用地貸

与 一式 １２００万円」、「クレーン・ロングスパンＥＶ等 一式 ３９８

０万円」が計上されている。 

サ 国土交通省大臣官房官庁営繕部が監修した「公共建築工事積算基準」では、

共通仮設費は、費用を積み上げにより算定するか、過去の実績等に基づく直

接工事費に対する比率（共通仮設費率）により算定するが、共通仮設費率に

含まれない内容については、必要に応じ別途積み上げにより算定して加算す

ることとされ、指定仮設費（借地料、揚重機械器具等）は、共通仮設費率に

含まれないとされている。 

シ 射水市庁舎新築（建築主体）工事にかかる契約は、平成２６年８月４日に

締結され、平成２８年８月２日に完成し、同月５日に完成検査が行われた。 

ス 設計図書に基づき検査された結果、合格と認められ、前払金及び部分払金

を含む工事請負代金額、４２億７１４０万円が支払われた。 

 

 （２） 監査委員の判断 

     前記（１）で認定した事実に基づき、請求人が主張する違法性や不当性に

ついて検証する。 

     請求人が指摘しているように、１、２回目設計書及び３回目設計書と４回

目設計書の内容に大きな相違があるが、前記（１）の「カ」及び「キ」で認

定したとおり、国からの通知「公共建築工事の円滑な施工確保に係る当面の
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取組について」に基づき、４回目設計書は作成されている。 

同通知では、「実勢に応じた予定価格を設定すること」とし、「最新の単価

を適用してもなお不調・不落となった場合には、入札参加者からも見積りの

提出を求める方法を活用すること」と記載されている。 

これにより、射水市は、８２社の業者からの見積徴収により、数量、仕様

について再設計、再積算を行っているため、項目立てや数量が、１、２回目

設計書及び３回目設計書と４回目設計書は同一ではない。 

請求人は、４回目設計書は、新たな項目が加わっていることや仮設工事の

数量が一式と記載されていることに疑問を呈しているが、前述のとおり再設

計、再積算が行われ、前記（１）の「サ」で認定したとおり、必要に応じて

別途積み上げにより算定され、新たな項目や数量の表記が変更されたもので

あり、より詳細な積算の結果として、前記（１）の「ケ」で認定したとおり、

頁数が増加している。 

請求人は、射水市の損害額の一次的主張について、第４回入札予定価格に

かかる庁舎棟の直接工事費が、第３回入札予定価格にかかる庁舎棟の直接工

事費から５パーセントの増加にとどまっているのに対し、諸経費の増加率が

高く、直接工事費の増加割合を超える部分は不当な増額であると主張してい

るが、前記（１）の「サ」で認定したとおり、共通仮設費に含まれる指定仮

設費は率外の項目であり、直接工事費と諸経費の増加率が同一である必然性

はないから、一次的主張は認められない。 

二次的主張について、「現場事務所・駐車場用地貸与」、「クレーン・ロング

スパンＥＶ等」を第４回入札の段階で組み入れることは不当であると主張す

るが、これまでの検証のとおり、相次ぐ入札中止を経て、実勢に応じた予定

価格等を反映させるため、８２社から見積徴収だけでなく、業者ヒアリング

も併せて実施しながら必要な項目を設計事務所と協議のうえ追加し、再設計

を行っており不当性はないから、二次的主張は認められない。 

三次的主張について、「実質的な官製談合という違法行為によって入札予定

価格を定めた」と主張しているが、確たる証拠もなく、噂や推測だけで官製

談合を主張することは認められない。また、損害額が「入札予定価格の１パ

ーセントを下回らない。」と主張することに根拠がないから、三次的主張は認

められない。 

 

したがって、本件「射水市庁舎新築（建築主体）工事」にかかる契約に違

法又は不当な公金の支出があったとはいえない。 

以上のとおり、本件請求には理由がないと認め、地方自治法第２４２条第

５項の規定により主文のとおり決定する。 
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     平成２９年７月１１日 

                     射水市監査委員 二 川   昭 

                      

 

射水市監査委員 明 神 英 明 

 

 

射水市監査委員 堀   義 治  

 

 

 


