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柏原市監査委員告示第 4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 9月 5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 11 月 4 日 
 

柏原市監査委員 裏野 榮士 
柏原市監査委員 中村 保治 

 
 

1 請求の概要 
（１） 請求人 大阪府柏原市□□○番○号 

中山 雅貴 
    請求人 大阪府柏原市□□○○番地 

坊下 明信 
 
（２） 請求書の提出日 平成 26年 9月 5日 
 
（３） 請求の内容 

請求人提出の請求書及び資料による請求の要旨及び措置要求は、次のとおりである。（原文の

とおり、ただし、請求書の事実証明書の添付及び記載等については省略した。） 
 

１ 請求の要旨 
（１）請求の趣旨 

柏原市は都市公園整備計画の一環として、平成２１年度から平成２２年度までの２年間に、柏

原市雁多尾畑地区の山間部頂上付近に位置する、当時柏羽藤環境事業組合所有のゴミ処分場とな

る第２期最終処分場跡地に、竜田古道の里山公園建設の整備計画を進めたが、この事業は、当初

計画から国庫補助金事業による都市公園建設事業としてその事業を完成させたものである。  
 
柏原市の事業計画による当初予算の金額は総額１９８，６２８，０００円の事業計画であったが、

この金額では補助金交付対象の事業として国（国土交通省）が定めている総額２億５，０００万円

以上の事業という条件を満たしていなかったことから、柏原市は大阪府と折衝を重ね、柏羽藤環境

事業組合が所有する処分場跡地を１億円の土地評価とみなし、後にこの跡地を購入するとみなし

て、この１億円を加算した総額２９８，６２８，０００円の事業予算を組みたて、国庫補助金交付

対象の条件となる２億５，０００万円以上という条件をクリアさせたものである。 
その後柏原市はこの総額２９８，６２８，０００円というおよそ３憶円の都市計画公園建設事業

として国に国庫補助金の交付を申請し、国から総額８４，０００，０００円の補助金の交付を受け

ている。 
一方、公園建設の用地を所有する柏羽藤環境事業組合からは、平成１８年４月１０日に、事業の
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設計施工は柏原市、事業に係る経費は環境事業組合とする「協定書」を交わし、さらに平成２２年

１０月２６日には、公園建設用地（土地）を無償で譲り受けるという覚書」を交わしている。この

ことにより当初、１億円の土地価格評価とみなしていたその土地の購入費用１億円は必要がなくな

っている。 
 
なお柏羽藤環境事業組合は、平成２１年度から平成２２年度の２年間に亘って進められた第２期

最終処分跡地の整備事業の一環となる竜田古道の里山公園建設事業に対し、第２期最終処分場跡地

整備事業負担金として、この２年間に、総額１１７，３０６，０００円の負担金を柏原市に交付し

ている。 
 
これにより柏原市は、平成２１年度から平成２２年度の２年間に亘って進められた第２期最終処

分跡地の整備事業の一環となる竜田古道の里山公園建設事業に関して、国庫補助金から

８４，０００，０００円、柏羽藤環境事業組合から負担金として１１７，３０６，０００円の総額

２０１，３０６，０００円円を生の現金として受け取ることになったわけである。この総額は、当

初計画の総事業費１９８，６２８，０００円よりも金２，６７８，０００円の過分となっている。

 
ちなみにこの公園建設の用地はごみの最終処分場であることから、公園整備や建築物の建設には

「最終処分場跡地形質変更に係る施工ガイドライン（環境省所管）」により、相当細かな条件や制

限が掛けられており、それに沿えば、必要な経費が削減され、経費が浮くことはあっても、上記の

ような工事費用は掛かっていないと思われ、そのことは○□が柏原市に提出している極めて不透明

な事業完了報告書や決算報告書等からも見てとることができる。 
 
柏原市は、この国庫補助金事業の計画以前から都市公園計画に基づく竜田古道の里山整備事業を

平成１８年度から始めているが、柏原市はこの一連の事業で、柏羽藤環境事業組合からの負担金と

して総額１６７，３０６，０００円（Ｈ２１年度とＨ２２年度負担金の１１７，３０６，０００円

含む）、国庫補助金から計８４，０００，０００円の、合計２５１，３０６，０００円の金額の交

付をうけており、いわば竜田古道の里山公園整備では使いきれないほどの多額の交付金を受け取っ

たことになる。 
 
これらの予算を元に、○□は、竜田古道の里山公園整備事業の設計委託や工事委託を、何故か入

札によることなく、協定書締結という随意契約の形で事業の委託を受けているが、○□は柏原市が

負担金や補助金として交付を受けた潤沢（過分な予算）な費用が元となる委託契約金を使い切るた

めに、下請け業者との根拠不明かつ不透明な変更契約を重ねて契約金を増額するなどの行為を繰り

返すなど不透明と疑惑ばかりが残る決算の金額は、市が開示した行政文書などの資料によれば、合

計４６，７９７，５００円の金額となっている。 
 
柏原市はこの明らかに違法不当な○□の工事費用の請求により支出をした公金については、その

精査・監査をするなどして、不当な請求をされた金額については返還の請求をしなければならない

のにその義務を怠っている。 
 
これらの状況から、柏原市長に対し○□が繰り返した下請け業者との不透明な請負契約変更や虚

偽の清算報告の疑いのある工事費用の請求額については、その精査・監査とともに違法不当な工事

費用の請求による公金の支出分について、○□に対し、その返還の請求を行うことの措置を求めて

監査請求を行うものである。 
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併せて○□の違法不当な請求により支出をした事業の費用に関しては、その事業計画と予算、事

業成果の内容、支出金の符合、費用の請求日、支払日などの精査・監査により、○□の側に詐欺行

為などの法的違反があれば、その当事者に対しては刑事告訴（告発）等の措置を取ることを求める。

 
（２） いつ、誰による、どのような財務会計上の行為又は怠る事実があったのか 

 
ア 平成１９年度 

○ 竜田古道の里山公園（仮称）の基本構想・基本計画委託に関する協定 
                           （平成１９年度締結） 
  

① Ｈ１９．８．１５～業務見積書／１１，０００，０００円 
② Ｈ１９．８．２７～協定締結日／１１，０００，０００円 
③ Ｈ１９．１０，５～業務請負変更契約／５，０４０，０００円 
④ Ｈ２０．３．３～業務請負変更委託要請／８，７５０，０００円 

③に３，７１０，０００円が増額される。 
（変更委託要請書あり）／下請け業者との請負変更契約書なし 

⑤ Ｈ２０．３．３～業務変更見積書提出／８．７５０．０００円 
（変更見積書あり）／下請け業者との請負変更契約書なし 

上記⑤の最終的な業務変更見積書により、○□はこの業務を８，７５０，０００円で請け負っ

ているが、２回目の業務請負変更から、何故、３，７１０，０００円が増額されたのかが不明で

あり、業務完了後の清算報告書も提出されていない。 
 

柏原市は○□に対し、下請け業者との請負変更契約書を提出させ、増額された業務の中身と決

算額を精査・検査し、○□がした不透明な根拠なき業務による増額分については、違法不当な請

求により不当に利得したものとして、その増額分の返還の請求をしなければならないのに、その

義務を怠っている。 
 
イ 平成２１年度 
① 竜田古道の里山公園の設計委託に関する協定（平成２１年度締結） 
① （年時不明、業務見積書なし） 
② Ｈ２１．７．１～協定締結日／１７，０００，０００円 
③ Ｈ２１．８．２１～下請け業者との土木設計業務等請負契約書／５，７７５，０００円 
④ Ｈ２１．１０．２９～協定の一部変更締結日／６，４１６，０００円 

③に６４１，０００円が事務費として増額される。  
上記④の最終的な協定の一部変更締結により、○□はこの業務を６，４１６，０００円で請け

負っているが、○□の事務経費６４１，０００円についてはその内容が不明かつ不可解であり、

柏原市は○□に対し、この事務処理経費の中身を精査・検査し、○□がした不透明な根拠無き事

務経費については、違法不当な請求により不当に利得したものとして、その返還の請求をしなけ

ればならないのに、その義務を怠っている。 
 
② 竜田古道の里山公園の建設工事委託に関する協定（平成２１年度締結） 
① （年時不明  金額不明 見積書なし） 
② Ｈ２１．１１．４～ 協定締結日／４７，１８４，０００円 
③ Ｈ２２．１．６～ 工事請負契約書／３５，０７０，０００円 
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④ Ｈ２２．１．６～ 監督業務請負契約書／７２４，５００円 
⑤ Ｈ２２．３，２９～第１回・工事等請負変更契約／６，２２６，５００円（増額分） 
上記⑤の増額により、○□は最終的にはこの業務を４１，２９６，５００円で請け負っている

が、何故、６，２２６，５００円が増額されたのかが不明である。また○□は事務費として 
２，８６９，０００円を完了清算報告書に計上しているが中身が不透明である。 

 
柏原市は○□に対し、増額された中身と決算額を精査・検査するなどして、○□がした不透明

な根拠無き業務による増額分や事務費の返還を請求しなければならないのに、その義務を怠って

いる。 
 
ウ 平成２２年度 
○ 竜田古道の里山公園の建設工事委託に関する協定（平成２２年度締結） 
① Ｈ２２．８．２３～ 建設工事協定委託／１５０，０００，０００円（工事費用見積書

なし） 
② Ｈ２２．１１．５～ ○□が竜田古道の里山公園整備工事（その２）のの競争入札実施

① 予定価格 ～７９，７８２，１５０円 
② 落札価格 ～５９，９５５，０００円（予定価格より１９，８２７，１５０円下回る）

③ Ｈ２３．２．２５ ～業務請負変更契約（１回目変更）／１１，１１９，５００円の

増額 
④ Ｈ２３．３．１８ ～業務請負変更契約（２回目変更）／３，９４８，０００円の増

額 
⑤ Ｈ２３．３．２８ ～完成調書引き渡し／７５，０２２，５００円 

この事業については、落札予定価格の７５．１％（５９，９５５，０００円）で落札した事業

を、年度末の工期がせまった１か月くらいの間に、１回目の変更契約による増加分が

１１，１１９，５００円、２回目の変更契約による増加分が３，９４８，０００円となっている

が、この２回目変更契約の事業は極めて不可解であり、事業の内容もわからない。 
 

柏原市は○□に対し、増額された業務の中身と決算額を精査・検査するなどして、○□がした

不透明な根拠無き業務の計上については、違法不当な請求により不当に利得したものとして、そ

の増額分の返還を請求しなければならないのに、業務の中身の精査・検査もすることなく、その

義務を怠っている。 
③ Ｈ２２．１１，１０～○□が竜田古道の里山公園管理棟の競争入札実施 
① 予定価格～ ４９，０５６，０００円 
② 落札価格～ ４５，６７５，０００円（予定価格より３，３８１，０００円下回る）

③ Ｈ２３，３，１７～業務請負変更契約（１回目変更）／５，１８７，０００円の増額

④ Ｈ２３．３．２８～完成調書引き渡し 
 

この事業については、落札価格の９３．１％（４５，６７５，０００円）で落札した事業を、

年度末の工期がせまった１０日間くらいの間に、１回目の変更契約による増加分が

５，１８７，０００円となっているが、この変更契約の事業は極めて不可解かつ不透明であり、

事業の内容もわからない。 
 

変更契約の日付から見ても、○□は実態のない工事の費用分として契約の金額を増加して請求

した可能性がある。 
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これらの状況から柏原市は、○□に対し、増額された業務の中身と決算額を精査・検査するな

どして、○□がした不透明な根拠無き業務の計上については、違法不当な請求により不当に利得

したものとして、その増額分の返還を請求しなければならないのに、業務の中身の精査・検査も

なく、その業務を怠っている。 
 

④ Ｈ２２．１２．８～ 竜田古道の里山公園整備工事（その２）他工事監督業務 
① Ｈ２２．１２．８～ 監督業務請負契約／３，５７０，０００円 

 
この事業については、○□がその監督業務をするのであれば理解できるが、何故、下請け会社

が監督の業務を請け負っているのか不可解かつ監督業務の内容も不透明である。 
   

これらのことから柏原市は、○□に対し、この業務の中身と決算額を精査・検査するなどして、

○□がした不透明かつ根拠無き業務の計上と、その違法不当とも思われる費用分

３，５７０，０００円については不当に利得したものとして、その返還の請求をしなければなら

ないのに、その義務を怠っている。 
 
⑤ Ｈ２３．２．３～ 竜田古道の里山公園整備工事（その２） 

第１回変更実施設計業務 
① Ｈ２３．２．３～ 業務請負契約／４４１，０００円 
② Ｈ２３．３．２８～ 完成調書引き渡し 
 

この業務については、事業の内容が不可解かつ不透明であり、下請け会社との業務請負契約書

も無く、○□は実態の無い業務の費用４４１，０００円を柏原市に請求しているとしか思われな

い。 
 
柏原市は、○□に対し、この業務の中身と決算額を精査・検査するなどして、○□がした不透

明かつ根拠無き業務の計上と、その違法不当とも思われる費用分については、不当に利得したも

のとしてその返還の請求をしなければならないのに、その義務を怠っている。 
 

⑥ Ｈ２３．３．１１～ 竜田古道の里山公園整備工事（その２） 
第２回変更実施設計業務 

① Ｈ２３．３．１１～ 業務請負契約／７６６，５００円 
② Ｈ２３．３．２８～ 完成調書引き渡し 

 
この業務については、事業の完成直前に業務の変更契約をするなどして費用の増加分を請求す

るなどして費用の増加分を請求するなど、その事業の内容も不可解かつ不透明であり、下請け会

社との業務請負契約書も無く、○□は実態の無い業務の費用７６６，５００円を柏原市に請求し

ているとしか思えない。 
 
柏原市は、○□に対し、この業務の中身と決算額を精査・検査するなどして、○□がした不透

明かつ根拠無き業務の計上と、その違法不当とも思われる費用分については、不当に利得したも

のとしてその返還の請求をしなければならないのに、その義務を怠っている。 
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⑦ Ｈ２３．３．４～ 竜田古道の里山公園引継図書作成業務 
① Ｈ２３．３．４～ 業務請負契約／８１９，０００円 
② Ｈ２３．３．２８～業務変更請負契約／１，１５５，０００円 

（増額分３３６，０００円） 
③ Ｈ２３．３．３１～完成調書引き渡し 

 
この業務については、事業の完成直前に変更契約されたり、また下請け会社との業務請負契約

書も無く、事業の内容も不可解かつ不透明である。 
 
柏原市は、○□に対し、この業務の中身と決算額を精査・検査するなどして、○□がした不透

明かつ根拠無き業務の計上と、その違法不当とも思われる費用分１，１５５，０００円について

は、不当に利得したものとしてその返還の請求をしなければならないのに、その義務を怠ってい

る。 
 
⑧ Ｈ２３．３．２５～ 竜田古道の里山公園管理棟前広場排水改良工事 
① Ｈ２３．３．２５～ 業務請負契約／８８２，０００円 
② Ｈ２３．３，３１～ 完成調書引き渡し 

 
この業務については、何故、竜田古道の里山公園整備事業とは別枠でその工事が成されたのか

不可解であり、契約も事業の完成直前に交わされた形になっており、しかも下請け会社との業務

請負契約も無い。業務の内容も不可解かつ不透明である。 
 
柏原市は、○□に対し、この業務の中身と決算額を精査・検査するなどして、○□がした不透

明かつ根拠無き費用の計上と、その違法不当とも思われる請求の費用分８８２，０００円につい

ては、不当に利得したものとしてその返還の請求をしなければならないのに、その義務を怠って

いる。 
 

⑨ 日時不明～建築確認・完了検査等手数料 
① ９３，８００円 

 
この業務については、業務の内容が不可解かつ不透明であり、柏原市は、○□に対し、この業

務の中身と決算額を精査・検査するなどして、○□がした不透明かつ根拠無き費用の計上と、そ

の違法不当とも思われる請求の費用分９３，８００円については、不当に利得したものとしてそ

の返還を請求しなければならないのに、その義務を怠っている。 
 

⑩ 日時不明～事務費 
① ９，０５７，０００円 

 
この業務については、業務の内容が不可解かつ不透明であり、柏原市は、○□に対し、この業

務の中身と決算額を精査・検査するなどして、○□がした不透明かつ根拠無き費用の計上と、そ

の違法不当とも思われる請求の費用分９，０５７，２００円については、不当に利得したものと

してその返還の請求をしなければならないのに、その義務を怠っている。 
 
（３）その行為又は怠る事実が違法又は不当である理由 
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ア 上記（２）のアについて 
○ 平成１９年度 
竜田古道の里山公園（仮称）の基本構想・基本計画委託に関する協定 

                           （平成１９年度締結） 
① Ｈ１９．８．１５～ 業務見積書／１１，０００，０００円 
② Ｈ１９．８．２７～ 協定締結日／１１，０００，０００円 
③ Ｈ１９．１０，５～ 業務請負変更契約／５，０４０，０００円 
④ Ｈ２０．３．３～  業務請負変更委託要請／８，７５０，０００円 

③に３，７１０，０００円が増額される。 
（変更委託要請書あり）下請け業者との請負変更契約書なし 

⑤ Ｈ２０．３．３～  業務変更見積書提出／８，７５０，０００円 
（変更見積書あり）／下請け業者との請負変更契約書なし  

 
上記⑤の最終的な業務変更見積書により、○□はこの業務を８，７５０，０００円で請け負っ

ているが、２回目の業務請負変更から、何故、３，７１０，０００円が増額されたのかが不明で

あり、業務完了後の清算報告書も提出されていない。 
 
柏原市は、○□に対し、下請け業者との請負変更契約書を提出させ、増額された業務の中身と

決算額を精査・検査し、○□がした不透明な根拠無き業務による増額分については、違法不当な

請求として、その増額分の返還の請求をしなければならないのにその義務を怠っている。 
 
柏原市は、○□がした業務の内容が不透明な根拠無き増額分は、違法不当な金額の請求として、

その損害を被っていることが明らかであるのに、その増額して請求をされた金額の返還を請求し

ないまま放置し、債権を行使せずにいるのは、財産（債権）の管理を怠るものとして違法不当な

行為となるものである。 
 
イ 上記（２）のイについて 
○ 平成２１年度 
① 竜田古道の里山公園の設計に委託に関する協定（平成２１年度締結） 

    ① （日時不明、金額不明、業務見積書なし） 
② Ｈ２１．７．１～ 協定締結日／１７，０００，０００円 
③ Ｈ２１．８．２１～下請け業者との土木設計業務等請負契約書／５，７７５，０００円

④ Ｈ２１．１０，２９～協定の一部変更締結日／６，４１６，０００円 
③に６４１，０００円が事務費として増額される。 

 
上記④の最終的な協定の一部変更により、○□はこの業務を６，４１６，０００円で請負って

いるが、○□の事務経費６４１，０００円についてはその内容が不明かつ不可解であり、柏原市

は、○□に対し、この事務処理経費の中身を精査・検査し、○□がした不透明な根拠無き事務経

費については、違法不当な請求として、その返還の請求をしなければならないのにその義務を怠

っている。 
 
柏原市は、○□がした業務の内容が不透明な根拠無き請求分は、違法不当な金額の請求として、

その損害を被っていることが明らかであるのに、その事務費として請求をされた金額の返還を請

求しないまま放置し、債権を行使せずにいるのは、財産（債権）の管理を怠るものとして違法不
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当な行為となるものである。 
 

② 竜田古道の里山公園の建設工事委託に関する協定（平成２１年度締結） 
① 日時不明、金額不明、業務見積書 
② Ｈ２１．１１．４～ 協定締結日／４７，１８４，０００円 
③ Ｈ２２．１．６～ 工事請負契約書／３５，０７０，０００円 
④ Ｈ２２．１．６～ 監督業務請負契約書／７２４，５００円 
⑤ Ｈ２２．３．２９～ 第１回・工事等請負変更契約／６，２２６，５００円（増額分）

 
上記⑤の増額により、○□は最終的にはこの業務を４１，２９６，５００円で請け負っている

が、何故、６，２２６，５００円が増額されたのかが不明である。また○□は事務費として２，

８６９．０００円を完了清算報告書に計上しているが中身が不明である。  
また監督業務請負契約の７２４，５００円も中身も不明である。 

 
柏原市は○□に対し、増額された業務の中身と決算額を精査・検査するなどして、○□がした

不透明な根拠無き業務による増額分や事務費の計上については、違法不当な請求として、その増

額分及び事務費の返還を請求しなければならないのにその義務を怠っている。 
 
柏原市は、○□がした業務の内容が不透明な根拠無き増額分の請求については、違法不当な金

額の請求としてその損害を被っていることが明らかであるのに、その増額分として請求をされた

金額の返還をしないまま放置し、債権を行使せずにいるのは、財産（債権）の管理を怠るものと

して違法不当な行為となるものである。 
 
ウ 上記（２）のウについて 
○ 平成２２年度 
竜田古道の里山公園の建設工事委託に関する協定（平成２２年度締結） 
① Ｈ２２．８．２３～建設工事協定委託／１５０，０００，０００円（工事費見積書なし）

 
② Ｈ２２．１１．５ ～○□が竜田古道の里山公園整備工事（その２）の競争入札実施 
① 予定価格 ～７９，７８２，１５０円 
② 落札価格 ～５９，９５５，０００円（予定価格より１９，８２７，１５０円下回る）

③ Ｈ２３．２．２５ ～業務請負変更契約(１回目変更）／１１，１１９，５００円の増
額 
④ Ｈ２３．３．１８ ～業務請負変更契約（２回目変更）／３，９４８，０００円の増

額 
⑤ Ｈ２３．３．２８ ～完成調書引き渡し／７５，０２２，５００円 

 
この事業については、落札予定価格の７５．１％（５９，９５５，０００円）で落札した事業

を年度末の工期がせまった１カ月くらいの間に、１回目の変更契約による増加分が

１１，１１９，５００円、２回目の変更契約による増加分が３，９４８，０００円になっている

が、この２回の変更契約の事業は極めて不可解であり、事業の内容もわからない。 
 
柏原市は、○□に対し、増額された中身と決算額を精査・検査するなどして、○□がした不透

明な根拠無き業務の計上については、違法不当な請求として、その増額分の返還を請求しなけれ
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ばならないのに、業務の中身の精査・検査もすることなく、その義務を怠っている。 
 
柏原市は、○□がした業務の内容が不透明な根拠無き増額分の請求については、違法不当な金

額の請求としてその損害を被っていることが明らかであるのに、その請求をされた金額の返還を

請求しないまま放置し、債権を行使せずにいるのは、財産（債権）の管理を行うものとして違法

不当な行為となるものである。 
 

③ Ｈ２２．１１．１０ ～○□が竜田古道の里山公園管理棟の競争入札実施 
① 予定価格 ～４９，０５６，０００円 
② 落札価格 ～４５，６７５，０００円（予定価格より３，３８１，０００円下回る）

③ Ｈ２３．３．１７ ～業務請負変更契約（１回目変更）／５，１８７，０００円の増

額 
④ Ｈ２３．３．２８ ～完成調書引渡し 

 
この事業については、落札予定価格の９３．１％（４５，６７５，０００円）で落札した事業

を、年度末の工期がせまった１０日間くらいの間に、１回目の変更契約による増加分が

５，１８７，０００円、となっているが、この変更契約の事業は極めて不可解かつ不透明であり、

事業の内容も分からない。 
 
変更契約の日付から見ても、○□は実態の無い工事の費用分として契約の金額を増加して請求

した可能性がある。 
 
これらの状況から柏原市は、○□に対し、増額された業務の中身と決算額を精査・検査するな

どして、○□がした不透明な根拠無き業務の計上については、違法不当な請求として、その増額

分の返還を請求しなければならないのに、業務の中身の精査・検査することなく、その義務を怠

っている。 
 
柏原市は、○□がした業務の内容が不透明な根拠無き増額分の請求については、違法不当な金

額の請求としてその損害を被っていることが明らかであるのに、その増額分として請求をされた

金額の返還を請求しないまま放置し、債権を行使せずにいるのは、財産（債権）の管理を怠るも

のとして違法不当な行為となるものである。 
 

④ Ｈ２２．１２．８ ～竜田古道の里山公園整備工事（その２）他工事監督業務 
① Ｈ２２．１２．８ ～監督業務請負契約／３，５７０，０００円 

 
この事業については、○□がその監督業務をするのであれば理解できるが、何故、下請け会社

が監督の業務を請け負っているのか不可解かつ監督業務の内容も不透明である。 
 
これらのことから柏原市は、○□に対し、この業務の中身と決算額を精査・検査するなどして、

○□がした不透明かつ根拠なき業務の計上と、その違法不当とも思われる費用分については、そ

の返還を請求しなければならないのに、その義務を怠っている。 
 
柏原市は、○□がした業務の内容が不透明な根拠無き請求については、違法不当な金額の請求

としてその損害を被っていることが明らかであるのに、その請求をされた金額の返還を請求しな
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いまま放置し、債権を行使せずにいるのは、財産（債権）の管理を怠るものとして違法不当な行

為となるものである。 
 

⑤ Ｈ２３．２．３ ～竜田古道の里山公園整備工事（その２）   
第１回変更実施設計業務 

① Ｈ２３．２．３ ～業務請負契約／４４１，０００円 
② Ｈ２３．３．２８～完成調書引き渡し 

 
この業務については、事業の内容が不可解かつ不透明であり、下請け会社と業務請負契約も無

く、○□は実態の無い業務の費用を柏原市に請求しているとしか思われない。 
 
柏原市は、○□に対し、この業務の中身と決算額を精査・検査するなどして、○□がした不透

明かつ根拠無き業務の計上と、その違法不当とも思われる費用分については、その返還を請求し

なければならないのに、その義務を怠っている。 
 
柏原市は、○□がした業務の内容が不透明な根拠無き請求については、違法不当な金額の請求

としてその損害を被っていることが明らかであるのに、その請求をされた金額の返還を請求しな

いまま放置し、債権を行使せずにいるのは、財産（債権）の管理を怠るものとして違法不当な行

為となるものである。 
 

⑥ Ｈ２３．３．１１  ～竜田古道の里山公園整備工事（その２） 
第２回変更実施設計業務 

① Ｈ２３．３．１１ ～業務請負契約／７６６，５００円 
② Ｈ２３．３．２８ ～完成調書引き渡し 

 
この業務については、事業の完成直前に業務の変更契約をするなどして費用の増加分を請求す

るなど、その業務の内容も不可解かつ不透明であり、下請け会社との業務請負契約書も無く、○

□は実態の無い業務の費用を柏原市に請求しているとしか思われない。 
 
柏原市は、○□に対し、この業務の中身と決算額を精査・検査するなどして、○□がした不透

明かつ根拠無き業務の計上と、その違法不当とも思われる費用分については、その返還の請求を

しなければならないのに、その義務を怠っている。 
 
柏原市は、○□がした業務の内容が不透明な根拠無き請求については、違法不当な金額の請求

としてその損害を被っていることが明らかであるのに、その請求をされた金額の返還を請求しな

いまま放置し、債権を行使せずにいるのは、財産（債権）の管理を怠るものとして違法不当な行

為となるものである。 
 

⑦ Ｈ２３．３．４ ～竜田古道の里山公園引き継ぎ図書作成業務 
① Ｈ２３．３．４ ～業務請負契約／８１９，０００円 
② Ｈ２３．３．２８ ～業務変更請負契約／１，１１５，０００円 

（増額分３３６，０００円） 
③ ２３．3.31 ～完成調書引き渡し 
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この業務については、事業の完成直前に変更契約されたり、また下請け会社との業務請負契約

も無く、事業の内容も不可解かつ不透明である。 
 
柏原市は、○□に対し、この業務の中身と決算額を精査・検査するなどして、○□がした不透

明かつ根拠なき費用の計上と、その違法不当とも思われる請求の費用分については、その返還の

請求をしなければならないのに、その義務を怠っている。 
 
柏原市は、○□がした業務の内容が不透明な根拠無き請求については、違法不当な金額の請求

としてその損害を被っていることが明らかであるのに、その請求をされた金額の返還をしないま

ま放置し、債権を行使せずにいるのは、財産（債権）の管理を怠るものとして違法不当な行為と

なるものである。 
 

⑧ Ｈ２３．３．２５～ 竜田古道の里山公園管理棟前広場給水排水改良工事 
① Ｈ２３．３．２５～業務請負契約／８８２，０００円 
② Ｈ２３．３．３１～完成調書引き渡し 

 
この業務については、何故、竜田古道の里山公園整備事業とは別枠でその工事が成されたのか

不可解であり、契約も事業の完成直前に交わされた形になっており、しかも下請け会社との業務

請負契約書も無い。業務の内容も不可解かつ不透明である。 
 
柏原市は、○□に対し、この業務の中身と決算額を精査・検査するなどして、○□がした不透

明かつ根拠無き費用の計上と、その違法不当とも思われる請求の費用分については、その返還の

請求をしなければならないのに、その義務を怠っている。 
 
柏原市は、○□がした業務の内容が不透明な根拠無き請求については、違法不当な金額の請求

としてその損害を被っていることが明らかであるのに、その請求をされた金額の返還を請求しな

いまま放置し、債権を行使せずにいるのは、財産（債権）の管理を怠るものとして違法不当な行

為となるものである。 
 
⑨ 日時不明～建築確認・完了検査等手数料 
① ９３，８００円 

 
この業務については、業務の内容が不可解かつ不透明であり、柏原市は、○□に対し、この業

務の中身と決算額を精査・検査するなどして、○□がした不透明かつ根拠無き費用の計上と、そ

の違法不当とも思われる請求の費用分については、その返還の請求をしなければならないのに、

その義務を怠っている。 
 
柏原市は、○□がした業務の内容が不透明な根拠無き請求については、違法不当な金額の請求

としてその損害を被っていることが明らかであるのに、その請求をされた金額の返還を請求しな

いまま放置し、債権を行使せずにいるのは、財産（債権）の管理を怠るものとして違法不当なこ

ういとなるものである。 
 

⑩ 日時不明～事務費 
① ９，０５７，２００円 
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この業務については、業務の内容が不可解かつ不透明であり、柏原市は、○□に対し、この業

務の中身と決算額を精査・検査するなどして、○□がした不透明かつ根拠無き費用の計上と、そ

の違法不当とも思われる請求の費用分については、その返還の請求をしなければならないのに、

その義務を怠っている。 
 
柏原市は、○□がした業務の内容が不透明な根拠無き請求については、違法不当な金額の請求

としてその損害を被っていることが明らかであるのに、その請求をされた金額の返還を請求しな

いまま放置し、債権を行使せずにいるのは、財産（債権）の管理を怠るものとして違法不当な行

為となるものである。 
 
（４） それにより、柏原市はどのような損害を被ったか、そして被るか 

柏原市は、上記○□の実態の無い不可解かつ不透明な事業による経費の請求や、実態の無い工

事・業務を名目にした契約変更による増額の請求の繰り返しによる請求に対して、柏原市は、何

らの精査・検査もせずに、○□の違法不当な請求により支出をした公金の返還請求をしないまま

放置するなどしてその義務を怠り、本来行使すべき債権を行使せず財産（債権）の管理を怠った

結果、総額４６，７９７，５００円の損害を被っている。 
 
よって柏原市の義務を怠る行為により、柏原市は合計金額４６，７９７，５００円の損害を被

っている。 
 

（５） 誰がどのような措置を講ずることを求めるのか 
上記事実から、柏原市から事業の委託を受けた○□は、平成 21年度から平成 22年度の 2年間

（竜田古道の里山公園の基本構想計画については平成 19 年度に実施／８，７５０，０００円）
に亘って、柏羽藤環境事業組合が経費を支出する負担金と、国庫補助金の交付を受け、竜田古道

の里山公園の整備事業を進めたことがわかる。いわゆる国庫補助金事業である。 
 

なおこの 2 年間の事業の費用については、柏羽藤環境事業組合の負担金が
１１７，３０６，０００円、国庫補助金が８４，０００，０００円の合計２０１，３０６，０００円

の総額となっている。 
 
柏原市は、この事業を補助金事業として実行するには、事業の規模が２憶 5千万以上という条
件が国土交通省で定められていたことから、当時、柏羽藤環境事業組合が所有していたごみ最終

処分場跡地の用地を、１憶円の土地評価とみなし、後にその土地を購入する計画があるとみなし

て、この１億円を加算した総事業費を２９８，８３６，７７９円として補助金交付の申請をし、

総額８４，０００，０００円の補助金の交付を受けたものである。 
 
この１億円の評価価格とみなした土地は、のちに無償で環境事業組合から譲り受けており、単

純に計算すれば、柏原市が○□に委託したこの事業は、総額１９８，６２８，０００円であった

ことがわかる。つまり端から２，６７８，０００円の費用は浮いていたことになる。 
 
さらにこの公園建設の用地はゴミの埋め立て地となる最終処分地跡地であったことから、この

用地で公園整備や建築物をたてるには、環境省が定める「最終処分場跡地形質変更に係る施工ガ

イドライン」により相当細かな制限が掛けられており、それに沿えば、上記公園建設の総事業費
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（４）請求書の受理 
本件請求は、平成 19年度、平成 21年度及び平成 22年度に××（以下「○□」という。）に委託し
た事業に関し、支払った委託料が違法又は不当な請求等により支出したものであるとして、柏原市（以

下「市」という。）に対しその違法又は不当な請求により支出した公金の返還の請求を行うことを求

めて請求されたものである。 
住民監査請求は、地方自治法第 242条第 2項により原則として 1年の期間制限が規定されているが、 
本件請求は、その内容から、公金の徴収又は財産の管理を「怠る事実」について是正を求めているも

のであり、この場合は地方自治法第 242条第 2項の期間制限には服さないと解されるので（最高裁昭
和 53年 6月 23日判決）、その点に不適法はなく、また、その他の形式審査においても法的要件を具

は、事業の縮小によりその経費が浮くことはあっても、計画以上に経費が増額されることがない

ことは、○□が柏原市に提出したいかにも無理矢理に工事費を増加させるための変更契約の繰り

返しや、実態の見えない工事に関する不透明な経費の請求資料等から読み取ることができる。 
 
公園建設の現場では、実質柏原市が立ち上げた「□△▽」が、最終処分場跡地の整備と里山公

園の維持管理の事業の委託を柏原市から受け、平成１９年度から現場に入りその事業を進めてい

る。 
 
つまり、柏原市の都市公園計画に基づく竜田古道の里山公園整備及び建設事業には、同時に２

つの事業者、すなわち［○□］と［□△▽］が現場に入り、柏原市から業務の委託を受けていた

わけである。 
 
このように元々、柏羽藤環境事業組合が負担する負担金総額１６７，３０６，０００円の範囲

で工事が可能な規模の事業をあえて国庫補助金事業とするために、端から無償で譲り受ける土地

（公園用地）を１億円の評価価格とみなして、その購入費用とする１億円を事業の費用に加算さ

せ、補助金交付対象の事業規模となる２億５千万円以上という条件をクリアさせ、国庫補助金８

４，０００，０００円の交付を受けていたわけであるから、この事業では最初から使い切れない

ほどの潤沢な資金が組み立てられたわけである。 
 

この潤沢な資金を、何故か入札では無く、○□は柏原市と交わした事業委託の「協定締結」に

より竜田古道の里山公園建設の事業を請け負ったものであるが、これは実質随意契約となるもの

である。その上で事業の全ては下請け業者、孫請け業者に回し、上記に示した不透明な工事費の

請求や契約変更の繰り返しなどにより、この２年間の事業で、総額２０１，３０６，０００円の

事業規模となったわけである。 
 
よって柏原市長に対し、上記の事実から判明した○□の違法不当な請求により支出した公金に

ついては、その精査・監査をするなどしてその支出した金額の返還請求を○□に求める措置を行

うことを求める監査請求を行うものである。 
 
また○□の違法不当な請求により支出をした事業の費用に関しては、その事業計画と予算、事

業成果の内容、支出金の符合、費用の請求日、支払日などの精査・監査により、○□の側に詐欺

行為などの法的違反があれば、その当事者に対しては、刑事告発等の措置を取ることを求める。
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備しているものと認められるので、平成 26年 9月 5日付けで受理することとした。 
 
２ 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、都市整備部公園緑地課である。 

(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 9月 29日に証拠の提出

及び陳述の機会を与えた。 
(3) 関係職員の陳述等 
監査に当たって、都市整備部公園緑地課から資料の提出を求め、同課の関係職員から陳述の聴取

を行った。 
 

陳述の要旨は、次のとおりである。 
① ○□が業務を発注するに当たって、予定価格を決定するための参考資料となる設計書や図面

等は○□の責任において作成することとなっていたが、担当課においても大阪府の工事積算基

準や建設物価等を参考にして設計書等の確認を行い、その内容が適正と判断した。 
② 設計及び建設工事の変更に当たっては、市、○□及び○□の下請け業者との綿密な打合せに

より決定した。特に建設工事においては、竜田古道の里山公園に現場事務所を設置し、毎週一

回の工程会議を行い工事の進捗と状況を確認していた。このことについては、工程打合会議の

議事録に記載されている。 
③ したがって、○□が行った業務については、市において全て把握できており、○□から根拠

のない違法又は不当な費用の請求を受けた事実はない。 
 
３ 監査の結果 

(1) 事実関係 
① 市は、「竜田古道の里山」整備計画を策定し、柏原市雁多尾畑地区にある柏羽藤環境事業組

合第 2 期最終処分場の跡地を「竜田古道の里山」と名付け、市民の「安らぎとふれあいの場」
となるような「花の山」に再生するべく整備を計画した。 
② 整備は、国庫補助事業により行うこととした。 
③ 整備に当たっては、「経験と実績により事業の円滑で速やかな執行が可能となり、国庫補助

事業や今後の事業の進捗管理を見据えた総合調整能力を有する」として○□に業務を委託する

こととした。 
④ 委託内容は、○□が市に代わって設計や工事を発注するとともに、監督管理検査などを行い

完成した図書や施設を市に引き渡すというものであった。 
⑤ 監査の結果、確認した○□との委託契約に関する主な資料については、次のとおりである。 
ア 平成 19年度 
○ 平成 19年 8月 3日 都市公園の設計業務委託要請書  
（要請内容） 
・ 造園基本構想 一式 
・ 造園基本計画 一式 
・ 都市計画決定図書作成 一式 
・ 費用対効果資料作成 一式 

○ 平成 19年 8月 15日 業務見積書  
＜見積金額 11,000,000円＞ 
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○ 平成 19年 8月 27日 竜田古道の里山公園（仮称）の基本構想・基本計画委託に関する
協定書 
＜協定締結額 11,000,000円＞ 

○ 平成 19年 10月 5日 業務請負契約概要 
＜請負契約額 5,040,000円 ㈱□▽＞ 

○ 平成 19年 10月 5日 土木設計業務等請負契約書 
＜請負契約額 5,040,000円 ㈱□▽＞ 

○ 平成 20年 3月 3日 業務（変更）見積書 
＜見積金額 8,750,000円＞ 

○ 平成 20年 3月 3日 都市公園の設計業務（変更）委託要請書 
（要請内容） 
・ 造園基本構想 一式 
・ 造園基本計画 一式 
・ 都市計画決定図書作成 一式 
・ 費用対効果資料作成 一式 

 ○ 平成 20年 3月 3日 工事等請負変更契約書 
＜請負契約額の増額 2,835,000円 ㈱□▽＞ 

イ 平成 21年度 
○ 平成 21年 6月 15日 都市公園の設計業務委託要請書 
（要請内容） 
・竜田古道の里山公園実施設計 一式  

○ 平成 21年 7月 1日 竜田古道の里山公園の設計委託に関する協定 
＜協定締結額 17,000,000円＞ 

○ 平成 21年 8月 21日 土木設計業務等請負契約書 
＜請負契約額 5,775,000円 ㈱□▽＞ 

○ 平成 21年 10月 23日 竜田古道の里山公園の設計委託に関する協定の一部変更について
（協議） 
＜協定締結額の変更 6,416,000円＞ 

○ 平成 21年 10月 29日 竜田古道の里山公園の設計委託に関する協定の一部を変更する協
定 
＜協定締結額 6,416,000円＞ 

○ 平成 21年 11月 4日 竜田古道の里山公園の建設工事委託に関する協定 
＜協定締結額 47,184,000円＞ 

○ 平成 22年 1月 6日 工事請負契約概要 
＜請負契約額 35,070,000円 ◇▽㈱＞ 

○ 平成 22年 1月 6日 工事請負契約書 
＜請負契約額 35,070,000円 ◇▽㈱＞ 

○ 平成 22年 1月 6日 工事請負契約概要 
＜請負契約額 724,500円 ㈱□▽＞ 

○ 平成 22年 1月 6日 監督業務請負契約書 
＜請負契約額 724,500円 ㈱□▽＞ 

○ 平成 22年 3月 29日 工事請負変更契約概要 
＜変更契約額 41,296,500円 ◇▽㈱＞ 

○ 平成 22年 3月 29日 工事等請負変更契約書 
＜請負契約額の増額 6,226,500円 ◇▽㈱＞ 
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ウ 平成 22年度  
○ 平成 22年 8月 10日 都市公園の建設工事委託要請書 
（要請内容） 
・ 竜田古道の里山公園整備工事 一式 

○ 平成 22年 8月 23日 竜田古道の里山公園の建設工事委託に関する協定 
＜協定締結額 150,000,000円＞ 

○ 平成 22年 11月 5日 工事請負契約概要 
＜竜田古道の里山公園整備工事（その 2） 請負契約額 59,955,000円 ㈱▽◇＞ 

○ 平成 22年 11月 5日 工事請負契約書 
＜竜田古道の里山公園整備工事（その 2） 請負契約額 59,955,000円 ㈱▽◇＞ 

○ 平成 22年 11月 10日 工事請負契約概要 
＜竜田古道の里山公園管理棟建設工事 請負契約額 45,675,000円 ○△□㈱＞  

○ 平成 22年 11月 10日 工事請負契約書 
＜竜田古道の里山公園管理棟建設工事 請負契約額 45,675,000円 ○△□㈱＞ 

○ 平成 22年 12月 8日 業務請負契約概要 
＜竜田古道の里山公園整備工事（その 2）他 1 工事監督業務 請負契約額 3,570,000 円 
㈱□▽＞ 

○ 平成 22年 12月 8日 監督業務請負契約書 
＜竜田古道の里山公園整備工事（その 2）他 1 工事監督業務 請負契約額 3,570,000 円 
㈱□▽＞ 

○ 平成 23年 2月 3日 業務請負契約概要 
＜竜田古道の里山公園整備工事（その 2）第 1回変更実施設計業務 請負契約額 441,000
円 ㈱□▽＞ 

○ 平成 23年 2月 3日 土木設計業務等請負契約書 
＜竜田古道の里山公園整備工事（その 2）第 1回変更実施設計業務 請負契約額 441,000
円 ㈱□▽＞ 

○ 平成 23年 2月 25日 業務請負契約概要（変更契約） 
＜竜田古道の里山公園整備工事（その 2） 変更契約額 71,074,500円 ㈱▽◇＞ 

○ 平成 23年 2月 25日 工事等請負変更契約書 
＜竜田古道の里山公園整備工事（その 2）第 1回 請負契約額の増額 11,119,500円 ㈱
▽◇＞ 

○ 平成 23年 3月 4日 業務請負契約概要  
＜竜田古道の里山公園引継図書作成業務 請負契約額 819,000円 ㈱○△＞ 

○ 平成 23年 3月 4日 土木設計業務等請負契約書 
＜竜田古道の里山公園引継図書作成業務 請負契約額 819,000円 ㈱○△＞ 

○ 平成 23年 3月 11日 業務請負契約概要 
＜竜田古道の里山公園整備工事（その 2）第 2 回変更実施設計他業務 請負契約額 

766,500円 ㈱□▽＞ 
○ 平成 23年 3月 11日 土木設計業務等請負契約書 
＜竜田古道の里山公園整備工事（その 2）第 2 回変更実施設計他業務 請負契約額 

766,500円 ㈱□▽＞ 
○ 平成 23年 3月 17日 工事請負契約概要（変更契約） 
＜竜田古道の里山公園管理棟建設工事 請負契約額 50,862,000円 ○△□㈱＞ 

○ 平成 23年 3月 17日 工事等請負変更契約書 
＜竜田古道の里山公園管理棟建設工事 請負契約額の増額 5,187,000円 ○△□㈱＞ 
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○ 平成 23年 3月 18日 工事請負契約概要（変更契約） 
＜竜田古道の里山公園整備工事（その 2） 変更契約 75,022,500円 ㈱ ▽◇＞ 

○ 平成 23年 3月 18日 工事等請負変更契約書 
＜竜田古道の里山公園整備工事（その 2）第 2 回 請負契約額の増額 3,948,000 円 ㈱
▽◇＞ 

○ 平成 23年 3月 25日 工事請負契約概要  
＜竜田古道の里山公園管理棟前広場排水改良工事 請負契約額 882,000円 ㈱▽◇＞ 

○ 平成 23年 3月 25日 工事請負契約書 
＜竜田古道の里山公園管理棟前広場排水改良工事 請負契約額 882,000円 ㈱▽◇＞ 

○ 平成 23年 3月 28日 業務請負契約概要（変更契約） 
＜竜田古道の里山公園引継図書作成業務 変更契約額 1,155,000円 ㈱○△＞ 

○ 平成 23年 3月 28日 業務請負変更契約書 
＜竜田古道の里山公園引継図書作成業務 請負契約額の増額 336,000円 ㈱○△＞ 

 
(2) 監査委員の判断 
住民監査請求は、地方自治法第 242条第 1項の規定により違法又は不当な公金の支出、財産の取
得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担のほか、違法不当に公金の賦課・徴

収を怠る事実、財産の管理を怠る事実に対して監査請求を行うことができる旨を規定している。 
このうち「怠る事実」を対象とする監査請求については、同条第 2項に定める監査請求期間の制

限は及ばないとされている。 
しかしながら、普通公共団体において違法に「怠る事実」があるとして地方自治法第 242条第 1
項の規定よる住民監査請求があった場合に、当該監査請求が、当該普通地方公共団体の長その他の

財務会計職員の特定の財務会計上の行為を違法であるとし、当該行為が違法、無効であることに基

づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実としているものである

ときは、当該監査請求については、その怠る事実に係る請求権の発生原因たる当該行為のあった日

又は終わった日を基準として同条 2 項の規定を適用すべきものと解するのが相当である。けだし、
法第 242条第 2項の規定により、当該行為のあった日又は終わった日から 1年を経過した後にされ
た監査請求は不適法とされ、当該行為の違法是正等の措置を請求することができないものとしてい

るにもかかわらず、監査請求の対象を当該行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法

上の請求権の不行使という怠る事実として構成することにより同項の定める監査請求期間の制限

を受けずに当該行為の違法是正等の措置を請求しえるものとすれば、法が同項の規定により監査請

求に期間制限を設けた趣旨が没却されるものといわざるを得ないからである（最高裁判所第 2小法
廷昭和 62年 2月 20日判決）。 
そこで本件について検討してみると、本件請求は冒頭にも述べたとおり、市が○□に対し公金の

返還の請求を怠る事実があると主張しているものであるが、それは、市が○□に対して行った委託

料の支払が違法無効であることに基づいて発生する返還請求権の不行使をもって怠る事実として

いるものである。 
そうすると、本件請求は、怠る事実に係る請求権の発生原因たる○□への委託料の支払いが終わ

った日（平成 23年 4月 28日までに委託料の支払いは終わっている。）から 1年を経過した後にな
されたものであるから、監査請求期間を徒過して請求されたものと認められ、また、監査請求期間

を徒過したことについて正当な理由も認められないことから、本件請求は不適法なものといわざる

をえず、却下する。 
 

(3) 付 記 
本件請求に対する判断としては上記のとおりであるが、本件請求は、市と○□との当初協定締結
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後の変更協定等について、その内容が不透明であり根拠なき業務の増加により○□から不当に請求

され支出した金額があるのではないかという疑念のもとに提出されたものである。 
公金の支出に当たっては、その支出の適正が問われるところ、当該協定において、○□が市に代

わって業務を受託し、実施するものであったとしても、市において○□から提示された金額が適正

か否かを判断することは当然のことである。しかるに、○□から請求金額の判断に必要な資料が提

供されておらず、また、市において当該業務の金額の適正さを検証せずに支払が行われたとすれば、

請求及び支払の妥当性は認められないと言わざるをえない。 
したがって、市が○□の行う業務をどのように検証し、支払い金額の適正さを判断したのかにつ

いて、調査検討したので付記する。 
 

① 平成 19年度 
請求人が、基本構想・基本計画委託に関する協定に基づき○□が下請け業者と当初に契約し

た請負契約額の 5,040,000 円から最終的に○□から市に請求があった 8,750,000 円の差額
3,710,000 円について、その増額理由が不明であり根拠がなく、業務完了後の精算報告書も提
出されていないと主張している点について。 
この点については、平成 20年 3月 31日付けで○□から提出された完了精算報告書が確認で

きた。これによると、請求があった 8,750,000円のうち設計費については 7,875,000円、事務
費が 875,000円となっている。 
したがって、設計費に係る変更額は、最終的に請求のあった 7,875,000円から当初の請負契
約額 5,040,000円を差し引いた 2,835,000円となる。これについて、担当課の陳述では、図面
と現況の違いが判明したことにより新たに測量の必要が生じたことなどを理由とし、○□との

打合せや提出された資料からその金額等の妥当性を検討し、適正と判断したと主張している。 
この陳述については、その裏付けとなる○□から提出された変更に係る設計業務の仕様書が

確認できた。また、業務の変更に当たり○□と下請け業者との間で締結された工事等請負変更

契約書の写しも確認できたことから市においては変更内容の検証や○□と下請け業者との間

の契約も確認がなされたと考えられ、設計費の変更に伴う○□の請求及びそれに基づく市の支

払が不適正とは言えない。 
次に、事務費の 875,000円については、当初協定締結に当たっての参考資料となる公園設計

受託協定締結調書の中に、間接費として直接費を基に積算が行われた事務費が含まれており、

それによると当初の事務費は、1,098,500 円として積算されていたことが確認できた。そうす
ると、指摘されている事務費は、直接費に当たる下請け業者との契約金額 7,875,000円が確定
したことにより、それを基に計算した結果、減額されたものであること、また、事務費とは○

□が下請け業者に業務を発注する際に必要となる人件費や雑費等に要する費用を積算したも

のであり、直接費を基に一定の率などを用いた積算を行うことが通例であることからすると、

協定に事務費が含まれ、その内容が不明であるとしても直ちにその請求及びそれに基づく市の

支払が不適正とは言えない。 
② 平成 21年度 
ア 設計委託について 
請求人が、設計委託の協定に基づき○□が下請け業者と契約した額は 5,775,000円である
のに、変更協定においては、内容が不明であり根拠のない 641,000 円の事務費が増額され
6,416,000円の請求となっていると主張している点について。 
この点については、当初協定締結に当たっての参考資料となる公園設計委託調書の中に、

間接費として直接費を基に積算が行われた事務費が含まれており、それによると当初の事務

費は、1,700,000 円として積算されていたことが確認できた。そうすると、指摘されている
事務費は、直接費に当たる下請け業者との契約金額 5,775,000円が確定したことにより、そ
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れを基に計算した結果減額されたものであって、不当に増額されたものとは言えない。 
また、その内容が不明な点については、上記①平成 19 年度で述べたとおりである。した
がって、直ちにその請求及びそれに基づく市の支払が不適正とは言えない。 
イ 建設工事委託について 
 (ア) 請求人が、建設工事委託に関する協定に基づき○□が下請け業者と当初に契約した請
負契約額の 35,070,000 円を変更し、最終的な請負契約額を 41,296,500 円とした差額
6,226,500円について、その増額理由が不明であり根拠がないと主張している点について。 
この点について、担当課は、計画途中で飼育場を建設することとなったことなどを理

由とし、○□及び○□の下請け会社との綿密な打合せを行うとともに○□から提出され

た変更の設計書を基に変更の内容が適正であると確認したと主張している。 
これについては、その主張の裏付けとなる変更設計書を確認することができたこと、

また、○□と下請け業者との間で締結された契約に係る工事請負変更契約概要及び工事

等請負変更契約書の写しも確認できたことからすると、市において変更の検証や変更契

約額の確認がなされたと考えられ、その請求及びそれに対する市の支払が不適正とは言

えない。 
 (イ) 請求人が○□は事務費として 2,869,000 円を完了精算報告書に計上しているが中身が
不明であり根拠がないと主張している点については、上記①平成 19年度で述べたのと同
様、下請け業者との契約額が確定したことにより計上されたものであるからその請求及

び市の支払が不適正とは言えない。 
 (ウ) 請求人が監督業務請負契約の 724,500 円の内容が不明であり根拠がないと主張してい
る点について、担当課は、この業務は当初協定締結時の別記添付書類に委託内容として

工事に係る現場管理等として記載されている業務であり、○□が発注した工事が仕様な

どのとおり適正に行われているか等を管理監督するものであると主張している。 
これについては、協定書別記に陳述どおりの記載があり、工事において管理監督業務

が行われることは一般的であること、また、○□と下請け業者との間で締結された契約

に係る工事請負契約概要及び監督業務請負契約書の写しも確認できたことからすると根

拠なき業務とは言えず、その請求及び市の支払が不適正とは言えない。 
③ 平成 22年度 
ア 請求人が、建設工事委託に関する協定に基づき○□が下請け業者と当初に契約した請負契

約額の 59,955,000 円が、1 回目の変更契約では 11,119,500 円、2 回目の変更契約では
3,948,000円が増額されているが、この 2回の変更契約について内容が不明であり根拠がな
いと主張している点について。 
この点について担当課は、当初想定より整備個所の状態が悪かったことや既設園路の緊急

の修復が必要になったことなどを理由とし、その変更契約の適正の確認については、上記②

平成 21年度建設工事と同様の主張であった。 
これについては、第 1回及び第 2回の変更設計書、○□と下請け業者との間で締結された
契約に係る業務請負契約概要及び工事等請負変更契約書の写しが確認できたことから、市に

おいて変更の検証や変更契約額の確認がなされたと考えられ、その請求及びそれに基づく市

の支払が不適正とは言えない。 
イ 請求人が、建設工事委託に関する協定に基づく公園の管理棟の建設に当たり、○□は下請

け業者と当初に請負契約額 45,675,000円で契約したのに、10日間くらいの間で 50,862,000
円に契約額を変更し 5,187,000円の増額となっているが、この変更契約の内容が不明であり
実態がないと主張している点について。 
この点について、担当課は、当初工事で発生した残土を使用する予定であったが、残土に

多く含まれていた石により使用できなかったことなどを理由とし、その変更契約の適正の確
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認については、上記②平成 21年度建設工事と同様の主張であった。 
これについては、管理棟建設工事の変更設計書、○□と下請け業者との間で締結された契

約に係る業務請負契約概要及び工事等請負変更契約書の写しが確認できたことから、市にお

いて変更の検証や変更契約額の確認がなされたと考えられ、実態のない不当な請求とは言え

ず、したがって、市の支払が不適正とは言えない。 
ウ 請求人が、竜田古道の里山公園整備工事の監督業務について、○□がその監督業務を行う

のなら理解できるが、下請け会社が監督の業務を請け負っているのは不可解であり、その内

容も不明であると主張している点について。 
この点について担当課は、この業務は当初協定締結時に別記添付書類の委託内容として工

事に係る現場監理及び設計修正として記載されている業務であり、当初から予定していたも

ので発注した工事が適正に仕様どおりに行われているか等を監督するものであると主張し

ている。 
これについては、協定書別記に陳述どおりの記載があるとともに○□から提出された監督

業務費内訳明細書が確認できたこと、また、市が発注した工事についても業者に委託するこ

とがあることからすると、監督業務を○□で行うか監督業務を専門とする請負業者に委託す

るかは単なる手法の問題であると考えられ、直ちに不当であるとは言えない。 
エ 請求人が、竜田古道の里山公園整備工事第 1回変更実施設計業務の内容が不明であり、下
請け会社との業務請負契約書もなく実態のない業務の費用であると主張している点につい

て。 
この点について担当課は、工事の進捗により手すりの追加や排水設備の追加など、当初に

予定していた設備の拡充などが必要であると判断したことから設計内容を変更することと

し、その変更内容については○□との打合せや提出された資料からその妥当性を検討し、そ

の変更内容が適正であると判断したと主張している。 
これについては、その裏付けとなる○□から提出された変更に係る設計書が確認できたこ

と、また、○□と下請け業者との間で締結された契約に係る業務請負契約概要及び土木設計

業務請負契約書の写しが確認できたことから、市において変更の検証や変更契約額の確認が

なされたと考えられ、その請求に実態がなく不当な請求であるとは言えず、また、市の支払

が不適正とは言えない。 
オ 請求人が、竜田古道の里山公園整備工事第 2回変更実施設計業務が事業の完成直前に行わ
れており、その内容が不明であり、下請け会社との業務請負契約書もなく実態のない業務の

費用であると主張している点について。 
この点について担当課は、公園内の給水施設に給水量のばらつきが生じたことから、急き

ょ調査を行いこのばらつきを解消するための設計変更を行う必要が生じたことを理由とし、

その変更内容の確認については、上記と同様であると主張している。 
これについても、その裏付けとなる○□から提出された変更に係る設計書が確認できたこ

と、また、○□と下請け業者との間で締結された契約に係る業務請負契約概要及び土木設計

業務等請負契約書の写しが確認できたことから、上記エと同様に実態のない不当な請求であ

るとは言えず、市の支払が不適正とは言えない。 
カ 請求人が、竜田古道の里山公園引継図書作成業務に当たり、○□は下請け業者と当初

819,000円で契約しているのに、事業の完成直前に 1,155,000円の不明な変更契約を行い、
下請け会社との業務請負契約書もなく業務の根拠がないと主張している点について。 
この点について担当課は、この業務は、公園完成後の.維持管理や整備に役立てるため工事
施工による図面や調書を一冊の図書とするためのもので、変更はこれに加え都市公園法に基

づく公園台帳の整備を行ったとし、○□からの参考資料を基にその金額の適正を判断したと

主張している。 
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これについても、その裏付けとなる○□から提出された変更に係る設計書が確認できたこ

と、また、○□と下請け業者との間で締結された契約に係る業務請負契約概要及び変更契約

に係る業務請負契約概要並びに土木設計業務等請負契約書及び業務請負変更契約書の写し

が確認できたことから、市において契約内容の検証や契約額の確認がなされたと考えられ、

その請求に根拠がなく、市の支払が不適正とは言えない。 
キ 請求人が、竜田古道の里山公園管理棟前広場排水改良工事について、事業の完成直前に公

園整備事業とは別に内容が不明の工事契約が締結され、下請け会社との業務請負契約書もな

く、業務の根拠がないと主張している点について。 
この点について担当課は、管理棟東側に地盤の排水が悪い場所があり水が溜まる場所があ

ることが確認できたが、整備工事に加え工事を行うと当初に契約した内容とは異なることか

ら完成図書等に関する手続きが煩雑になり年度内の完成が困難となるため別途工事として

発注したとし、その契約価格の適正の確認については、上記②平成 21 年度建設工事と同様
の主張であった。 
これについて、○□から提出された設計書が確認できたこと、また、○□と下請け業者と

の間で締結された工事請負契約概要及び工事請負契約書の写しが確認できたことから、市に

おいて工事内容の検証や契約額の確認がなされたと考えられ、その請求に根拠がなく、市に

おいて不適正な支払がなされたとは言えない。 
ク 請求人が、建築確認・完了検査等手数料 93,800 円の内容が不明であると主張している点
について。 
この点について担当課は、管理棟及び東屋建築に伴う確認申請及び確認申請に伴う検査手

数料が工事費に含まれていなかったため別途支払ったもので、内訳としては開発許可不要証

明 4,800円、建築確認申請 44,000円、建築確認検査 26,000円、浄化槽法による検査 19,000
円であると説明している。 
これについては、法律で定められたものであり、全ての領収書の写しが確認できたことか

らその請求及び市の支払が不適正であるとは言えない。 
ケ 請求人が、事務費 9,057,200円について、業務の内容が不明であり、請求の根拠がないと
主張している点について。 
この点については、平成 19 年度で述べたとおり、直接費である工事費等の業務の額が確

定したことにより一定の積算のもと計算されたものである。したがって、その業務の内容が

不明であるから直ちにその請求及び市の支払が不適正とは言えない。 
 
以上のとおり、竜田古道の里山公園の整備に関する○□との委託契約のうち、請求人から指摘され

た事項については、○□から不適法又は不当に費用を請求され、市において不適正な支払がなされた

という事実は認められなかった。 


