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柏原市監査委員告示第２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項の規定に基づき、平成２６

年１月２４日付けで提出された住民監査請求について、同条第４項の規定に基づき監査

を行ったので、同項の規定によりその結果を次のとおり公表する。 

 

平成２６年３月２４日 

 

柏原市監査委員 裏野 榮士 

柏原市監査委員 中村 保治 

 

第１ 監査の請求 

 １ 請求人 柏原市□□○丁目○番○号 

       濵浦 佳子  

請求人代理人 弁護士 ○○○○  

          弁護士 □□□□  

 

 ２ 請求書の提出日 平成２６年１月２４日 

 

 ３ 請求の内容 

    住民監査請求書に記載された監査委員に対して請求する必要な措置は次のとお

りである。（（注）請求書の事実証明書の添付及び記載については省略した。） 

 

  請求の要旨（原文のとおり） 

  １ 請求人は、柏原市の住民である。 

    岡本泰明は、平成１７年３月１１日から平成２５年３月１０日まで柏原市長で

あったものである。 

    中野隆司は、平成２５年３月１１日から柏原市長の地位にあるものである。 

  ２ 柏原市とＡ社との随意契約 

（１）平成２４年４月１日、当時の柏原市長であった岡本泰明は、Ａ社こと△△△

（柏原市□□○丁目○―○所在 以下、「Ａ社」という）との間で、随意契約の  

方法により、下記の業務委託契約（以下「本件業務委託契約１」という）を締結
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した（甲３）。 

記 

      業務名   一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（その８地区） 

      業務場所  柏原市安堂外 

      履行期間  平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日 

      契約金額  金２２７１万９９００円（消費税込） 

      月額金額  初回    金１８９万６９００円（消費税込） 

            ２回目以降 金１８９万３０００円（消費税込） 

      委託料の支払時期 請求があった日から３０日以内 

   （２）平成２５年４月１日、現柏原市長である中野隆司は、Ａ社との間で、随意

契約の方法により、下記の業務委託契約（以下「本件業務委託契約２」と言

う。）を締結した（甲４）。 

記 

      業務名   一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（その８地区） 

      業務場所  柏原市安堂外 

      履行期間  平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日 

      契約金額  金２２７１万９９００円（消費税込） 

      月額金額  初回    金１８９万６９００円（消費税込） 

            ２回目以降 金１８９万３０００円（消費税込） 

      委託料の支払時期 請求があった日から３０日以内 

３ 委託料の支払 

（１）平成２４年度分 

     岡本泰明は、Ａ社に対して、平成２４年１２月分、平成２５年１月分及び平 

    成２５年２月分の柏原市８地区の一般廃棄物収集運搬業務の委託料合計 

    ５６７万９０００円を支払った。 

中野隆司は、Ａ社に対して、平成２５年３月分の柏原市８地区の一般廃棄物収 

    集運搬業務の委託料合計１８９万３０００円を支払った。 

（２）平成２５年度分 

  中野隆司は、Ａ社に対して、平成２５年４月分から平成２５年１２月分までの

柏原市８地区の一般廃棄物収集運搬業務の委託料合計１７０４万９００円を支

払った。 

  ４ 本件各業務委託締結に至る経緯 
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  （１）柏原市は、家庭ごみの収集、運搬に関し、従前、民間業者との間の随意契約

の方法により業務委託を行って来た。 

     当初、業者は、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社の３社であったが、平成１０年度から、柏

原市は、Ａ社との間で業務委託契約を締結し（甲１）、家庭系ごみ及び事業系一

般廃棄物の収集運搬業務をＡ社に委託した。その後、Ａ社は、自らのエリアを

拡大していった。 

  （２）平成２２年５月、当時市長であった岡本泰明は、上記一般廃棄物の収集運搬

業務の委託契約を指名競争入札の方法で行うことを突如決定した。 

     ところが、入札を行うのは、市内の全ての地域ではなかった。すなわち、市

内全域を８つの地区に区割りした上で、そのうち７つの地区については、Ａ社

を含む既存４業者に新規業者３社を加えた７社の指名競争入札として（甲５の

１ないし甲５の７）、第８地区のみは、Ａ社との随意契約が維持されることにな

った（甲２）。そして、平成２４年度以降も上記のとおり、柏原市長は、Ａ社と

の間で随意契約を締結している。 

  ５ 上記各随意契約は違法である 

    地方自治法２３４条１項２項によれば、普通地方公共団体が契約締結をする場 

   合は、一般競争入札が原則とされ、随意契約による方法は、地方自治法施行令（以 

   下「施行令」という。）１６７条の２第１項各号（以下、施行令１６７条の２第１ 

   項各号については、「施行令２号」等のように「１６７条の２第１項」の部分を省 

   略する。）の要件に該当する場合のみ例外的に認められるにすぎない。 

 そして上記随意契約の方法による業務委託の対象である「一般廃棄物（ごみ）収 

集運搬業務」は、上記のとおり、平成２３年度分から当時の市長である岡本泰明の 

決定により、指名競争入札の方式により業務委託契約がなされているのであり、８ 

地区のみを随意契約によるとする理由は全く存在せず、地方自治法２３４条１項、 

２項の趣旨及び同法施行令２号の規定に照らし、合理性を欠き、裁量権の濫用とし 

て違法である。また、他のいずれの号の要件にも該当しないことは明らかである。 

 しかも、競争入札の対象である１地区から７地区までの１世帯あたりの月額単価 

は６６５円であるのに対し、第８地区の月額委託料を世帯数で除した１世帯当たり 

の月額単価が９５５円とはるかに高額であることからしても、本件随意契約を締結 

する理由は全くない。 

 したがって、本件各随意契約を締結したことは違法であり、また本件各随意契約 

に基づく委託料の支出も当然に違法である。 
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６ 合特法の趣旨に照らしても違法である 

   （１）この点、岡本泰明及び中野隆司は、各随意契約は、下水道の整備等に伴う 

     一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法（以下「合特法」という） 

に基づく代替業務の提供として締結された旨主張するかもしれない。また、 

平成１０年１０月２６日、前々市長である山西敏一が、Ａ社を含む既存し尿 

処理業者と間で締結した協定書（甲６）や、同年１月３０日にＡ社と締結し 

た覚書（甲７）に基づくものであると主張するかもしれない。 

   しかしながら、次に述べるとおり、本件の随意契約の締結は、合特法の趣 

旨に鑑みても、上記地方自治法２３４条１項、２項の趣旨及び同法施行令２ 

号の規定に照らし違法である。 

   （２）そもそも、下水道等の供用開始により、一般廃棄物処理業者は、その事業 

     の転換、廃止等を余儀なくされるが、これらの事業者が事業の転換、廃止等 

を行う場合、不要となる運搬車等の設備及び器材を他に転用することは極め 

て困難であり、このため事業の転換、廃止等も容易でない上、し尿の処理及 

びし尿浄化槽清掃の適正な実施を確保するためには、これらの事業は、下水 

道の終末処理場によるし尿処理への転換が完了する直前まで、その全体の規 

模を縮小しつつも、継続して行わなければならないが、このような一般廃棄 

物処理業の特殊性に鑑み、市町村は、業者の自助努力を基本としつつ、合理 

化事業計画を定めて一般廃棄物処理業者を支援できることとし、これらの事 

業の業務の安定を保持し、もって廃棄物の適正な処理を図ろうとしたもので 

ある。 

  しかしながら、上記のとおり、地方自治法及び同法施行令が、契約の機会 

 均等及び価格の有利性を図ることを理念とし、普通地方公共団体の契約締結 

の方法に制限を加えていることに鑑みれば、地方公共団体が、合特法の趣旨 

を実現するため、一般廃棄物処理業者に対する支援の方法として、一般廃棄 

物処理業者との間で随意契約を締結して代替業務を独占的に提供することを 

選択した場合においては、他の支援方法を選択する場合に比し、その必要性 

は厳格に審査されなければならない。 

  そして、市町村が定めた合理化事業計画の承認基準を定める合特法施行規 

 則に鑑みれば、合特法は、その目的を確実に達成するため、市町村に対し、 

具体的な根拠に基づき、下水道の終末処理場によるし尿処理への転換が完了 

するまでの間のし尿及び浄化槽汚泥処理量の推移の予測及び一般廃棄物処理 
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業者が自助努力により経営の多角化をどの程度図ることが可能であるか等を 

十分に考慮した上、一般廃棄物処理業者の将来の売上げの変動予測を立て、 

それを前提として、下水道の終末処理場によるし尿処理への転換が完了する 

直前まで、一般廃棄物処理業者の経営の安定を保ちつつ、廃棄物の適正な処 

理を図るためには、どのような措置を採ることが必要であるか等を具体的に 

検討することを求めているのであるから、地方公共団体が、一般廃棄物処理 

業者に対する支援の方法として、一般廃棄物処理業者との間で随意契約を締 

結して代替業務を独占的に提供することを選択した場合においても、上記の 

とおりの検討を要することはいうまでもない。 

  そうであるならば、地方公共団体が、合特法の趣旨を実現するため、一般 

 廃棄物処理業者に対する支援の方法として、一般廃棄物処理業者との間で随 

意契約を締結して代替業務を独占的に提供することを選択した場合において 

は、地方公共団体の契約担当者は、上記のとおり合特法が要求する具体的か 

つ詳細な検討を経た上、合理的な裁量判断により、契約の公正及び価格の有 

利性を図ることを目的として普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加 

えている法及び施行令の趣旨を勘案してもなお、特定の一般廃棄物処理業者 

との間で随意契約を締結する必要性があり、「その性質または目的が競争入札 

に適しないものをするとき」（施行令２号）といえるのかを判断すべきであり、 

上記契約担当者の裁量判断に、裁量権の逸脱・濫用があると判断される場合 

には、上記随意契約の締結は、法２３４条２項、施行令１６７条の２に違反 

し、違法となるものである。 

   （３）ところが、柏原市においては、上記の協定書及びその覚書があるのみであ 

り、合理化事業計画は策定されておらず（甲８）、さらには、具体的な根拠に 

基づき、下水道の終末処理場によるし尿処理への転換が完了するまでの間の 

し尿処理量の推移の予測及び一般廃棄物処理業者が自助努力により経営の多 

角化をどの程度図ることが可能であるか等を十分に考慮した上、一般廃棄物 

処理業者の将来の売上げの変動予測を立て、それを前提として、下水道の終 

末処理場によるし尿処理への転換が完了する直前まで、一般廃棄物処理業者 

の経営の安定を保ちつつ、廃棄物の適正な処理を図るためには、どのような 

措置を採ることが必要であるか等を具体的に検討した形跡も一切ない。 

  以上によれば、岡本泰明も中野隆司も、本件各随意契約締結に際し、地方 

 自治法、施行令及び合特法上、当然考慮すべき事項について考慮することな 
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く、漫然と、Ａ社に代替業務を提供する旨の本件各随意契約を締結したもの 

というほかはならず、上記両名には、裁量権の逸脱の違法があったのであり、 

上記契約締結は違法であり無効である。 

  ７ 各関与者の責任 

    以上のとおり、本件各業務委託契約は、いずれも違法であるので、それに基づ 

   く支出も違法であることは明らかである。 

  岡本泰明は、本件業務委託契約１が違法であることを知りながら、あるいは、 

 過失によりこれを知らずに、Ａ社に対し、平成２４年１２月分、平成２５年１月 

分及び平成２５年２月分の委託料を支払ったのであるから、これによって柏原市 

が被った損害を賠償すべきである。 

  また、中野隆司は、本件業務委託契約１及び本件業務委託契約２が違法である 

 ことを知りながら、あるいは、過失によりこれを知らずに、Ａ社に対し、平成 

 ２５年３月分から平成２５年１２月分の委託料を支払ったのであるから、これに 

 よって柏原市が被った損害を賠償すべきである。 

  上記各支出手続きに関与した職員らも同様に損害賠償義務を負うべきである。 

  さらに、Ａ社は、上記各業務委託契約が違法であることを知りながら、または、 

 過失により知らずに、契約締結をして、委託料の支払いを受けてきたのであるか 

ら、岡本泰明、中野隆司らとともに柏原市の被った損害を賠償するべきである。 

  また、本件各業務委託契約は違法無効であるから、Ａ社は、不当利得返還義務 

 を負うべきである。 

  ８ 市が被った損害等 

    上記違法な契約の締結により、柏原市は、少なくとも指名競争入札が行われた 

   ならば締結したであろう契約金額と随意契約の方法により締結した契約金額と差 

額に相当する金額の損害を被った。 

    上記のとおり、指名競争入札が行われ業務委託契約が締結された地域と随意契 

   約の方法により業務委託契約が締結された地域との１世帯あたりの月額委託料の 

差額は２９０円である（甲９）から、毎月あたりの損害額は、２９０円に世帯数  

１９８３を乗じた５７万５０７０円である。 

  また、本件契約が違法であり無効の場合、Ａ社は、毎月少なくとも５７万 

５０７０円の利得を法律上の原因なく得たこととなる。 

  ９ 請求人が求める措置 

    従って、監査請求人は、監査委員が柏原市長に対して次のとおり勧告すること 
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を求める。 

記 

   １ 柏原市長が、 

（１）前記違法な随意契約に基づき平成２４年１２月分から平成２５年２月分ま 

での委託料の支払いを行った岡本泰明に対して、少なくとも金１７２万５２  

１０円を柏原市に支払うよう請求すること 

（２）前記違法な随意契約に基づき平成２５年３月分から平成２５年１２月分ま 

での委託料の支払いを行った中野隆司に対して、少なくとも金５７５万７０ 

０円を柏原市に支払うよう請求すること 

   （３）上記各支出手続きに関与した柏原市職員に対して、上記損害額に応じた相 

当の額の賠償命令を行うこと 

   （４）前記違法な随意契約に基づき平成２４年１２月分から平成２５年１２月分

までの委託料の支払いを受けたＡ社に対して、少なくとも７４７万５９１０

円を柏原市に支払うよう請求すること 

   ２ 柏原市長が、前記随意契約に基づく平成２６年１月分、２月分及び３月分の

支払いのうち、少なくとも各支払いの内５７万５０７０円分については支払い

をしないこと 

   ３ 柏原市長が、Ａ社との間で平成２６年４月以降の８地区の一般廃棄物収集運

搬業務につき、業務委託契約を締結しないこと 

 

第２ 請求の受理 

   本件請求は、地方自治法第２４２条第１項に規定する所定の要件を具備している 

ものと認め、平成２６年２月４日付けでこれを受理した。 

 

第３ 監査の実施 

   本件請求について、地方自治法第２４２条第４項の規定に基づき、次のとおり監 

査を実施した。 

 １ 監査対象部課 

   本件監査対象部課は、経済環境部環境保全課である。 

 ２ 請求人の証拠の提出及び陳述 

   請求人に対し、地方自治法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２６年２月   

１７日に証拠の提出及び陳述の機会を与えた。 
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 ３ 関係職員等の調査 

   監査にあたって、経済環境部環境保全課を対象として、事前に資料の提出を求め 

た上、平成２６年２月２４日に同部課の関係職員から事情聴取を行った。 

 

第４ 監査の結果 

   本件請求については、合議により次のように決定した。 

   本件請求の内、一部については請求要件を欠くものとして却下し、他については 

措置の必要を認める理由がないものとして棄却する。 

 以下、その理由について述べる。 

 １ 監査により認められた事実 

    監査委員は、監査を実施し、本件監査の結果、次の各事実を認定した。 

    以下、請求の要旨にそって述べる。 

 

  「１ 請求人等」について 

    請求人の濵浦佳子は、柏原市の住民である。 

    岡本泰明は、平成１７年３月１１日から平成２５年３月１０日まで柏原市長で

あった。 

    中野隆司は、平成２５年３月１１日から柏原市長の地位にある。 

 

  「２ 柏原市とＡ社との随意契約」について 

（１）平成２４年４月１日、当時の柏原市長であった岡本泰明は、Ａ社こと△△△

（柏原市□□○丁目○―○所在、以下「Ａ社」という。）との間で、随意契約の

方法により、下記の業務委託契約を締結した。 

記 

      業務名   一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（その８地区） 

      業務場所  柏原市安堂外 

      履行期間  平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日 

      契約金額  金２２７１万９９００円（消費税込） 

      月額金額  初回    金１８９万６９００円（消費税込） 

            ２回目以降 金１８９万３０００円（消費税込） 

      委託料の支払時期 請求があった日から３０日以内 

   （２）平成２５年４月１日、現柏原市長である中野隆司は、Ａ社との間で、随意
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契約の方法により、下記の業務委託契約を締結した。 

記 

      業務名   一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（その８地区） 

      業務場所  柏原市安堂外 

      履行期間  平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日 

      契約金額  金２２７１万９９００円（消費税込） 

      月額金額  初回    金１８９万６９００円（消費税込） 

            ２回目以降 金１８９万３０００円（消費税込） 

      委託料の支払時期 請求があった日から３０日以内 

 

  「３ 委託料の支払」について 

   （１）平成２４年度分として、岡本泰明は、Ａ社に対して、平成２４年１２月分、 

平成２５年１月分及び平成２５年２月分の柏原市その８地区の一般廃棄物 

（ごみ）収集運搬業務の委託料合計５６７万９０００円を支払った。 

   また、このうち、平成２４年１２月分の委託料１８９万３０００円の支出 

  年月日は、平成２５年１月１０日であり、住民監査請求の提出日において、 

支出日から１年が経過していた。 

   したがって、本件請求のうち、平成２４年１２月分の支出を監査対象とする 

ものについては、住民監査請求の提出日において、監査請求期限を徒過してい 

るものであるため、却下するものとする。 

    中野隆司は、Ａ社に対して、平成２５年３月分の柏原市その８地区の一般 

   廃棄物（ごみ）収集運搬業務の委託料１８９万３０００円を支払った。 

（２）平成２５年度分として、中野隆司は、Ａ社に対して、平成２５年４月分か 

ら平成２５年１２月分までの柏原市その８地区の一般廃棄物（ごみ）収集運 

搬業務の委託料合計１７０４万９００円を支払った。 

 

  「４ 本件各業務委託契約に至る経緯」について 

（１）柏原市は、家庭ごみの収集、運搬に関し、古くは、市職員が市の所有する 

塵芥収集車等で直接ごみを収集していたが、昭和３７年頃からごみの増加等 

に伴い、Ｂ社（当時は「Ｂ’社」と称していた。）に随意契約の方法により業 

務委託を行うようになった。その後、昭和４３年度からはＢ社にＤ社を加え 

２社と、昭和４５年度からはＣ社（当時は「Ｃ’社」と称していた。）を加 
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え３社と、さらに、平成１０年度からはＡ社を加え４社との間で業務委託契 

約を締結し、以降、平成２２年度まで、上記４社と毎年、委託契約を締結し 

てきた。 

 この間、委託業者の担当エリアは、市職員が直接収集していた地域の業者 

委託に伴う変更、石川町の大規模住宅開発に伴う変更、さらには、「廃棄物減  

量等推進審議会」の答申に基づく変更を行っている。 

   （２）一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務の委託契約は、平成２３年度分から指名

競争入札の方法で行われた。 

      この入札方法は、市内全域を８つの地区に区割りした上で、そのうち７つ

の地区（その１地区～その７地区）については、Ａ社を含む既存４業者に新

規業者３社を加えた７社による指名競争入札として行われ、１業者最大２地

区まで落札、契約できるものとし、契約期間は平成２３年度から平成２７年

度までの５年間とした。 

また、その８地区については、Ａ社との間で随意契約による委託契約が締 

結され、平成２４年度、平成２５年度も引き続きＡ社との間で随意契約によ 

る委託契約が締結された。 

なお、一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務の競争入札制度の導入にあたって 

は、平成２０年１月２８日に業者会議を行い、その場で通知して以降、その

後も文書通知を行うなど周知が図られた。 

 

  「５ 上記各随意契約は違法である」について 

     その８地区の業務委託契約は、平成１０年に下水道の整備等に伴う一般廃棄 

    物処理業等の合理化に関する特別措置法（以下「合特法」という。）の趣旨に基 

づく金銭補償の代替的な委託業務として、一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務を 

し尿処理業者であるＡ社との間で委託することに合意したため、協定書及び覚 

書を締結し、地方自治法第２３４条第１項、同条第２項及び地方自治法施行令 

第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき、随意契約の方法により委託契約 

を締結したものである。 

 

     この地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号要件の該当性及びこれを

判断すべき地方公共団体の裁量性についての解釈として、 

 「競争の方法によることが不可能又は著しく困難とはいえないとしても、当該
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契約の目的、内容に相応する資力、信用、技術、経験などを有する相手方を選

定して、その者と契約を締結する方法が当該契約の目的、内容に照らし又はそ

の目的を達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益

の増進につながると合理的に判断される場合も該当し、同号に該当するか否か

は、契約に公正及び価格の有利性を図ることを目的として普通地方公共団体の

契約締結の方法に制限を加えている法令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ご

とに、当該契約の種類、内容、性質、目的等諸般の事情を考慮して当該地方公

共団体の合理的な裁量判断により決定されるものと解するのが相当である。」

との、最高裁判例（昭和６２年３月２０日第二小法廷判決）がある。 

 

  これからすると本件契約は、下水道の整備等によりその業務の縮小又は廃止

を余儀なくされるし尿処理業者を支援することを目的とした合特法の趣旨に

基づくものであり、当該業務が合特法の趣旨に基づく金銭補償の代替的な委託

業務として位置づけられていることから、地方自治法施行令第１６７条の２第

１項第２号に該当し、随意契約を排除するものではないと考えられる。 

  さらに資力、信用、経験等を含めた１０年以上にわたる契約履行状況、トラ

ブルに対する対応などの実績、市の利益の増進等を勘案した上で、本件契約が

行われてきたものと判断できる。 

  したがって、その８地区を除く７地区に指名競争入札の方法により業務委託

契約がなされたからといって、合特法の趣旨に基づき、地方自治法第２３４条

第１項、同条第２項及び地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定

を適用したその８地区の随意契約がたちまち合理性を欠き、裁量権の濫用とし

て違法であるとはいえない。 

  また、競争入札に比べ、１世帯当たりの月額単価が高額であるとのことであ

るが、そもそも、柏原市とＡ社との間のその８地区の委託契約は、あくまでも

合特法の趣旨に基づく金銭補償の代替的な委託業務としての随意契約であり、

指名競争入札を実施しているその１地区からその７地区までの委託契約とは

全く目的及び性質を異にするものである。 

したがって、価格の有利性を目的とする指名競争入札との間に価格差が生じ

たからといって、直ちに委託料の支出が違法であるとはいえない。 

   

   「６ 合特法の趣旨に照らしても違法である」について 
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  合特法第３条は、「計画を定め、知事の承認を受けることができる。」と規定

しており、合理化事業計画の策定を義務付けているわけではない。 

他方、合特法の趣旨は、下水道の供用開始・整備という公共事業により、し 

尿処理業者は、その事業の転換、廃止等を余儀なくされることになるが、これ 

らの事業者が事業の転換、廃止等を行う場合、不要となる運搬車等の設備及び 

器材を他に転用することは極めて困難であり、このため、事業の転換、廃止等 

も容易でない一方で、し尿の処理及びし尿浄化槽清掃の事業は、下水道の終末 

処理場によるし尿処理への転換が完了する直前まで、その全体の規模を縮小し 

つつも継続して行われるようにしなければならない中で、このようなし尿処理 

業の状況に鑑み、これらの事業を保護して業務の安定を保持するとともに、し 

尿の適正な処理と市民の衛生的生活環境の保持に寄与しようとするものである

から、合理化事業計画が策定されなくても、その趣旨を尊重した対応を行うこ

とが市町村に求められている状況であったと考えられる。 

実際に、柏原市が合特法の趣旨に基づく対応を検討していた当時、全国の市

町村においても、金銭補償、代替業務の提供、従業員の雇用対策など、多種多

様な支援措置を検討し、実施していた。その背景には、し尿処理業といっても

地域によってかなり異なる形態で行われていたこと、下水道の普及状況が全国

一律ではないこと、いざ実行の段になるとその時々の社会経済状況を反映する

等の側面があったことなどによる。そのため、各市町村は合特法の趣旨を尊重

し、それぞれ試行錯誤しながら固有の支援策を選択し、また、大阪府内の各市

においても合理化事業計画を策定せず補償に関する協議を行うことが一般的で

あった。 

 また、柏原市は、下水道整備を急速に実施し普及させた状況、直営でし尿処

理業を行っていく能力等がなかったこと、し尿処理業者団体である柏原市清掃

協会との協議内容、近隣市の合特法の趣旨に基づく補償内容等を考慮し、市議

会厚生衛生協議会にも諮りつつ、補償内容についてし尿処理業者との話し合い

によって決定してきた。 

 さらに、平成２３年度からの指名競争入札の導入にあたって、市は、Ａ社と

委託料の改定、代替委託業務区域の見直し等のための話し合いを平成２２年度

から継続して行ってきた。この話し合いの結果、担当する世帯数について、平

成２１年度では、約２７２０件であったものを平成２３年度以降では約１９８

０件とし、約３割程度の削減が行われ、この結果、委託料についても、平成２
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１年度では、約３１００万円であったものを、平成２３年度以降では約２２７

０万円とし、約８３０万円を減額している。これは、その８地区の契約内容と

それ以外の地区の契約内容とがあまりに異なると、市民から誤解も受けるので

はないかと配慮し、市内全域を８地区に区割りしたうちの最も世帯数が少ない

その８地区を代替委託業務地区とすることで合意したものであり、覚書の変更

も行っている。 

        したがって、柏原市が合理化事業計画を策定せず、合特法の趣旨に基づきこ

れを尊重したし尿処理業者に対する支援策、補償を検討し、実施したことは違

法とはいえないし、また、考慮すべき事項を考慮することなく、漫然と、随意

契約を行っているともいえず、裁量権の逸脱の違法があったとはいえない。 

 

      以上により、柏原市が合特法の趣旨に基づく金銭補償の代替的な委託業務と

しての一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務の委託契約を随意契約により締結して

いることは、合特法の趣旨に照らして違法というものではない。 

 

      参考までに同様の裁判例として、伊万里市浄化槽維持管理契約住民訴訟（福

岡高等裁判所平成２３年（行コ）第５号 損害賠償等請求控訴事件）において、

福岡高等裁判所平成２４年４月１２日判決の事例がある。 

 

「７ 各関与者の責任」について 

     上記のとおり、本件各業務委託契約は、いずれも違法でないため、それに基

づく支出も違法ではない。 

     したがって、岡本泰明及び中野隆司は、柏原市に対して損害を賠償する必要

はなく、上記各支出手続きに関与した職員は、損害賠償義務を負うものではな

い。 

     さらに、Ａ社は損害を賠償する必要がなく、また、不当利得返還義務を負う

ものではない。 

 

  「８ 市が被った損害等」について 

     上記のとおり、市に損害はなく、Ａ社も不当に利得を得ていない。 

 

  「９ 請求人が求める措置」について 
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     上記のとおり、本件請求のうち、平成２４年１２月分の委託料の支出につい

ては、住民監査請求の提出日において、監査請求期限を徒過しているものであ

るため、請求要件を欠くものとして却下し、他については措置の必要を認める

理由がないものとして棄却する。 

 

第５ 監査委員の意見 

   監査結果については、上記に述べたとおりであるが、市においては、このたびの 

  住民監査請求に鑑み、今後とも市民の理解が得られるようより一層努力されること 

を要望する。 


