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住民監査請求監査結果 

（平和の森公園再整備実施設計委託に関する件） 

 

 

第１ 請求の受付 

 １ 請求人 

    Ａ（中野区） 

Ｂ（中野区） 

Ｃ（中野区） 

 

 ２ 請求書の提出 

    平成２９年４月２５日 

 

３ 請求の内容（要旨） 

請求人が提出した中野区職員措置請求書（以下「措置請求書」という。）に

よる主張事実の要旨及び措置請求は、次のとおりである。 
 （１）主張事実の要旨 

   中野区が平成２８年１２月１４日と平成２９年２月６日の２度にわたって

行った平和の森公園再整備実施設計委託業務の入札において、次に示す２点

について正当性、妥当性を欠く不当な措置、決定が行われた。 

① 平成２８年１２月１４日の入札で落札していた業者が「受託者の責による

契約解除」で下りたあと、区はその入札に応じて可能性のあった７社のすべ

てに再入札の意向を聞くことをせず、３社のみに電話による確認だけで済ま

せ、業者指定に切り替えてＤ社と契約している。 
② 同者が１２月１４日の入札で提示した金額は 3,100 万円だったのに、工期

も工事概要もまったく内容は変わっていないのにもかかわらず、業者指定で

決まった契約金額は 3,800 万円であった。期間が少し短くなったことを理由

にあげているが、この計画の支援業務委託から直近の基本計画までをやって

きた業者であることから、700 万円の増額を認めることは異常である。 

 
     以上の理由で、公正な入札が行われずに業界に不信を招き、また、区民が

納得のいく説明がされないことは、今後の区政にとって、金額（700 万円）以

上の損失である。 

 
 （２）措置請求 

監査委員は、区長に対し、１２月１４日の入札で落札した業者が契約を解除

した後の一連の手続を白紙に戻して、適正な入札により適正な価格で契約でき

るよう、平成２９年２月６日に締結した契約のやり直しを行う措置を講じられ

たい。 
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 ４ 請求の受理 

    本件請求は、監査委員の要件審査の結果、地方自治法（以下「法」という。）

第２４２条の所定の要件を備えていると認め、平成２９年４月２５日付けでこ

れを受理することと決定した。 
 

第２ 監査の実施 

 １ 証拠の提出及び陳述 

請求人に対して、法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２９年５月１

７日に陳述の機会を設けた。 

陳述において、請求人が行った主な主張及び監査委員との質疑により確認さ

れた事項は、次のとおりである。なお、新たな証拠として、措置請求書の内容

を補足する資料が提出された。 

  ○ 平成２９年２月６日に締結した契約は、本来は競争入札すべきであった。 

  ○ 同契約は、法令に定める随意契約のいずれにも該当しないにもかかわらず、

業者指定して随意契約を締結していることはおかしい。 

  ○ 同契約は、随意契約に変更されて、契約金額が値上げされたことは納得で

きない。 

  ○ 損害額は、同契約の契約額 3,800 万円（消費税相当額を除く。）と、同契

約を競争入札で実施した場合の契約額との差額と考えている。 

  

   これらの陳述に基づき、措置請求書において主張している内容の一部を訂正

する旨の発言があり、別途、請求人から措置請求書の主張を訂正する内容の

文書が提出され、監査委員の合議により訂正を認めた。 

   訂正された主張の内容は次のとおりである。 

【訂正前】 

 中野区が平成２８年１２月１４日と平成２９年２月６日の２度にわたって行

った平和の森公園再整備実施設計委託業務の入札において、次に示す２点につ

いて正当性、妥当性を欠く不当な措置、決定が行われた。 

【訂正後】 

中野区が平成２８年１２月１４日と平成２９年２月６日の２度にわたって行

った平和の森公園再整備実施設計委託業務の契約で、次に示す２点について平

成２９年２月６日の契約は、正当性、妥当性を欠く不当な措置、決定が行われ

た。 

 

 ２ 監査対象事項 

    措置請求書及び請求人の陳述により、本件請求の監査対象事項は次のとおり
とする。 

（１）平成２９年２月６日付けで締結した、平和の森公園再整備実施設計委託契約



3 
 

（以下「本件契約」という。）について、業者指定で契約したことは、正当性、

妥当性がなく不当な措置、決定であるとの主張。 
（２）本件契約について、3,800 万円（消費税相当額を除く。）で契約したことは、

正当性、妥当性を欠く不当な措置、決定であるとの主張。 
 

 ３ 監査対象部局の指定 

    経営室経理分野、都市基盤部公園分野を監査対象部局とした。 

    なお、措置請求書で指摘している案件の当時の工事担当所管は都市基盤部都

市基盤整備分野であるが、平成２９年４月１日付け組織改正により、都市基盤

部公園分野に変更されている。 

 

第３ 監査の結果と判断 

 １ 監査結果 

    本件請求について、平成２９年６月２１日に監査委員の合議により、次のよ

うに決定した。 

 

    請求人の主張は理由がないものと認め、これを棄却する。 

 

 ２ 事実関係の確認 

   監査対象部局から提出された証拠書類等により、次の各号に掲げる事実を確

認した。 

（１）区は、平成２８年１２月１４日付けで平和の森公園再整備実施設計委託契約

（以下「前の契約」という。）を、法第２３４条第１項、地方自治法施行令（以

下「令」という。）第１６７条第１項第２号及び中野区入札及び契約締結に関

する事務処理基準の規定により、希望制指名競争入札により締結した。契約金

額は、3,175 万 2 千円（消費税相当額 235 万 2 千円を含む。）であり、工期は、

平成２９年７月３１日である。 

   なお、契約の解除に至るまでの経緯等は次のとおりである。 

  ① 平成２９年１月２５日 都市基盤部副参事（都市基盤整備担当）は、前の

契約の相手方から、社内における技術者の配置体制が困難であり、業務を遂

行できない旨の説明を受け、翌２６日には、同者より口頭で契約解除の申し

出を受けた。２７日には「技術者の配置が難しく、発注者が求める資料の提

出が困難なため」との理由により契約解除の申出書が提出された。３０日に

経営室長は、契約約款第１４条第１項の規定により契約解除を決定し、その

旨通知した。 
  ② 同年２月３日 経営室長は、契約約款第１４条第２項により、契約解除に

かかる違約金（317 万 5 千 2 百円）を、同者へ請求したところ、同月９日に

納入通知書により違約金が支払われた。 

  ③ 同月２３日 区長は、中野区競争入札参加資格者指名停止基準に基づき、
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同者に対し、同日から同年５月２２日までの３か月を指名停止期間とする指

名停止措置を行った。 

 

（２）区は、平成２９年２月６日付けで、本件契約を法第２３４条第２項及び令第

１６７条の２第２号及び第５号の規定により、随意契約により締結した。 

   なお、契約の締結に至るまでの経緯等は次とおりである。 

① 同年１月２６日 都市基盤整備分野は、前の契約の相手方から口頭により

契約解除の申出を受け、経理分野と協議を行ったうえで、前の契約の入札経

過調書を参考に、落札価格から近い順の３者に対し、受託の検討意向がある

かどうかを電話により問い合わせた。その結果、２者については受託の検討

意向があった。 

   ② 同月２７日 都市基盤部副参事（都市基盤整備担当）は、受託の検討意向

があった２者に対し、２者の技術担当者も加えたヒアリングを別々に実施し、

本業務のスケジュールや必要となる資料などの補足説明を行い、業務遂行体

制及び履行能力を確認した。１者からは受託辞退の申出があり、残る１者は

受託の意向があった。 
  ③ 同月３１日 経営室副参事（経理担当）は、中野区契約事務規則（以下「規

則」という。）第７３条及び中野区事案決定規程の規定により、都市基盤部

公園整備担当係長からの業者指定理由書を添えた契約締結請求に基づき契

約の手続を開始した。 

④ 同年２月１日 経営室副参事（経理担当）は、規則第１７条の規定により、

都市基盤部長が決定した区の基準により積算した設計額に基づき、予定価格

を決定した。 

  ⑤ 同月２日 経営室副参事（経理担当）は、業者指定理由書の内容を承認し

た後、本件契約の相手方に対し、同月６日に見積書を契約担当まで提出する

よう依頼した。 

  ⑥ 同月６日 経営室副参事（経理担当）は、同者から見積書を徴取した結果、

見積金額が予定価格以下であったため、4,104 万円（消費税相当額 304 万円

を含む。）を契約金額として、契約を締結した。 

 

３ 監査対象部局の説明 

    監査対象部局への事情聴取や文書照会等により、説明を受けた主な内容は、

次のとおりである。 

（１）経営室経理分野 

  ① 競争入札ではなく随意契約としたことについて 

前の契約を平成２８年１２月１４日に締結し、平成２９年１月３０日に契

約解除の決定を行ったため、この時点で１か月半ほど履行期間が短縮される

状況となっていた。これにより、平成２８年度内に一定の成果が求められて

いた東京都などとの協議が進まなくなる可能性が発生していたこと、また、
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工期の延伸となる場合、平成２９年２月７日に入札した平和の森公園体育館

新築工事の着工が３か月程度遅れ、オリンピック・パラリンピックの事前誘

致に間に合わない事態が想定されたことから、当初の工期を変更せず、緊急

に再度契約を締結し、事業を実施する必要があったため、この案件を随意契

約としたことは、令第１６７条の２第１項第５号に該当し、問題がないと考

える。 

また、上記の状況の中で、履行期間が２か月程度短縮（実際には、前の契

約の２２３日間から本件契約の１７５日間へと２２％程度短縮される結果と

なった。）されるものの、当初のスケジュールどおりに履行できる事業者が

あるか確認するため、前の契約の入札額第２位及び第３位の者と、入札額が

最低制限価格未満の者の中で最も高い入札額の者に受託の意向を問い合わせ

た。その結果、この３者の中でＤ社のみが業務履行体制及び履行能力を有し

ていることが確認されたため、同社を指定したが、このことは、令第１６７

条の２第１項第２号に該当し、問題がないと考える。 

 

② 契約金額について 

本件契約の相手方が見積額を前の契約の入札額より増額したのは、履行期

間が２か月程度短縮されたことにより、受注者から見れば求められる業務履

行体制及び履行能力に対する困難性が高まったためであり、通常の履行期間

が確保できない特殊な状況の中、受注者の負担が大きくなり、そのことをリ

スクとして受注者がとらえたためであると考えられる。 

また、前の契約の入札額も本件契約の見積額も予定価格の範囲内のもので

あったため、問題がないと考える。 

 

（２）都市基盤部公園分野 

  ① 競争入札ではなく随意契約の締結を求めたことについて 

平和の森公園再整備事業は、２０２０年に開催されるオリンピック・パラ

リンピックを区民の健康づくり・スポーツの取り組みを向上させる大きなチ

ャンスとして活用していくことから、平和の森公園の全面開園に向けた再整

備を計画し、公園内に新体育館を整備することで、公園全体の機能の向上を

図るものである。このため、区は平成３１年度開設へ向け、速やかに設計を

実施すべく計画的に進捗してきたところである。 

前の契約については、平成２８年１２月１４日に競争入札により落札した

業者と履行期限平成２９年７月３１日の委託契約の締結を行ったところであ

るが、平成２９年１月２７日付けで契約解除の申出があった。 

本件契約にあたって、経理分野と契約手続きの進め方について協議したと

ころ、前の契約と同様に設計委託業者を選定する希望制指名競争入札の方法

で、再公告し、再入札を行った場合、再入札までに１か月程度の時間を要す

ることがわかった。この業者選定方法では、平成２８年度内に一定の成果が
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求められる東京都などとの必要な協議を進めることができない。また、平和

の森公園再整備実施設計委託が当初の予定どおりに完了せず遅延すると、続

いて実施する平和の森公園再整備工事の契約が３か月遅れることとなる。こ

のことによって、平成２９年２月７日に入札した新体育館整備工事に先行し

て行われる予定であった、小広場エリアの公園工事の着工が３か月遅れ、新

体育館整備工事についても、同じく３か月遅れが生じることから、オリンピ

ック・パラリンピックの事前誘致に間に合わない重大な事態が想定された。

これを回避するためには、平和の森公園再整備実施設計委託を緊急に契約締

結し事業を実施する必要があった。そこで、前の契約から履行期限を変更せ

ず、当初のスケジュールどおり履行できる業者と、契約締結までの期間を１

日でも短縮することで、少しでも委託期間を長く確保できる随意契約とする

ことは、令第１６７条の２第１項第５号に該当し、問題ないとの確認を得

た。 

 

② 契約の相手方の選定について 

前の契約の入札経過調書を参考に、前の契約の落札額に対して入札額の上

位２者及び最低制限価格未満の中で最も高い入札額であった下位１者の計３

者に対し、本業務の履行期限を変更しないこと、及び区が求める期間に必要

な資料を作成できることを条件に受託の意向があるかどうかを平成２９年１

月２６日に電話により問合せた結果、１者は、入札後１か月以上経過してい

る現時点においては業務を遂行できる体制にないことから受託の意向はなく、

２者から受託の検討意向があった。受託の検討意向があった２者に対し、２

者の技術担当者も加えたヒアリングを実施し、本業務のスケジュールや必要

となる資料などの補足説明を行い、業務遂行体制及び履行能力を確認した。

平成２９年１月２７日午前にヒアリングを実施した１者については、受託辞

退の申し出があり、同日午後にヒアリングを実施したＤ社は受託の意向があ

り、業務遂行体制及び履行能力を有していた。 

 

 ４ 判断 

本件請求において請求人は、本件契約について、業者指定で契約したことは、

正当性、妥当性がなく不当な措置、決定であること、また、契約金額を 3,800

万円（消費税相当額を除く。）としたことは、正当性、妥当性を欠く不当な措置、

決定であるとして、本件契約のやり直しを行うことを求めているものと解する。 

これらのことについて前記事実関係を確認し、監査対象部局からの事情聴取

や関係資料の提出を求め、決定文書等の証拠書類を精査し、法令、条例及び規

則に照らしたうえで、次のように判断する。 

（１）本件契約について、競争入札ではなく、業者指定で契約したことは、正当性、

妥当性がなく不当な措置、決定であるか否か。 

 ① 本件契約を、競争入札ではなく、随意契約としたことが不当であるか否
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か。 

  請求人は、本件契約について、競争入札ではなく、随意契約としたことは、

正当性、妥当性がなく不当な措置、決定であると主張している。 

  これに対して、経理分野は、本件契約については、令第１６７条の２第1項第

２号及び第５号に該当するものとして随意契約としたとしている。 

  そこでまず、同項第２号の適用の適否について検討する。同号は、「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に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」に随意契約によることができると規定

している。 

  最高裁昭和６２年３月２０日判決によると、「「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」とは、（中略） 競争入札の方法によること自体が

不可能又は著しく困難とはいえないが、不特定多数の者の参加を求め競争原理

に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではなく、当該契約自

体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、普通地方公共

団体において当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、

経験等を有する相手方を選定しその者との間で契約の締結をするという方法を

とるのが当該契約の性質に照らし又はその目的を究極的に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

判断される場合も同項一号（注：現行第２号）に掲げる場合に該当するものと解

すべきである。そして、右のような場合に該当するか否かは、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

限を加えている前記法及び令の趣旨を勘案し、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普通地方公共団体

の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべきものと解するのが相当

である。」としている。 

  前の契約は、平成２８年１２月１４日付けで、希望制競争入札により契約締結

した。しかし、契約締結後４４日が経過する日に、契約の相手方から契約解除

の申出があり、急遽、新たな契約の相手方を選定しなければならなくなったも

のである。区としては、本業務が遅れれば、平成２８年度内に一定の成果が求め

られる東京都などとの必要な協議が進まないこと、また、平成２９年２月７日

に契約した新体育館整備工事の着工が３か月遅れ、オリンピック・パラリンピ

ックの事前誘致に間に合わない重大な事態が想定されることから、本件契約業

務の履行期限を遅らせることなく、当初の時期に本件契約業務を完成させるこ

とを前提とし、直ちに業務に取り掛かり、当初よりも短い履行期間（実際には、

前の契約の２２３日間から１７５日間へと短縮される結果となった。）ではある

が、履行できる事業者を契約の相手方として選ぶ必要があったものである。こ

のように、本件契約の目的は、価格競争よりも、限られた期間内に、履行を完

了させることができる履行能力を確実に有する事業者を早急に選定することを
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重要視したものであったと認めることができるのであり、同号に該当するもの

と判断したことに違法・不当はないと考える。 

次に同項第５号の適用の適否について検討する。同号は、「緊急の必要により

競争入札に付することができないとき」に随意契約によることができると規定し

ている。 

本件契約を前の契約と同様に再度、希望制指名競争入札によることとすれば、

入札までに約３０日間が必要となり、履行できる業者の選定及び求められる期限

までの履行完了がさらに困難になることは容易に認めることができる。このこと

から、同号にも該当するものであると契約担当が判断したことは、納得できるも

のである。 

 

  ② 本件契約において、相手方の特定方法は不当であるか否か。 
   令第１６７条の２第１項第２号及び第５号を適用し、特定の相手方と随意契約

を締結する場合の手続については、規則第７５条で、契約締結請求者は経営室長

等に契約締結請求を行う際に、指定理由書を添付して、その詳細な理由を明らか

にしなければならないと定めるのみで、特定の相手方の選定方法等について、区

としての特別の定めはない。そこで、このたび採られた選定方法に不当と認めら

れる事項はなかったかについて検討する。 
都市基盤整備分野では、前の契約の相手方から口頭での契約解除の申出があっ

た１月２６日に、早速、前の契約の入札経過を明らかにした資料である入札経過

調書を活用し、そこに記載の事業者ごとの入札金額のうちから落札額に近い金額

の３者に対して電話で受託検討についての意向を確認した。このうち２者につい

ては、意向があったので、翌２７日の午前と午後に別々に、それぞれの技術担当

者も加えたヒアリングを実施し、本業務のスケジュールや必要となる資料などの

補足説明を行い、業務遂行体制及び履行能力の確認を行った。その上で、１者か

らは辞退の申し出があり、他の１者であったＤ社は受託の意向があり、業務遂行

体制及び履行能力を有することが確認できたことから、随意契約の相手方として

選定したものである。 
   このように、本件契約における契約の相手方の選定は、初めから１者のみを相

手方としたものではなく、前の契約における入札に参加し、業務内容について承

知している事業者の中から、落札額に近い金額を提示したということで、金額に

おける有利性が期待できるだけでなく、比較的に履行体制が整い契約締結に対す

る意向も強かったと考えることができる複数の候補者の中から、本件契約締結時

点において履行能力のある事業者を改めて選定した結果であり、この契約の相手

方の選定について公正を妨げる事情は何ら窺うことができないことから、これを

不当であるとする理由はない。 
   なお、本件契約は、いわゆる見積り合わせにより契約の相手方を選定すること

ができる場合には該当しないことから、前の契約における入札に参加した者など

から見積書の提出を受け、その金額により契約の相手方を選定することはできな
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いものである。 
 

  以上、①及び②で述べたとおり、本件契約については、緊急の必要に基づき、

しかも、通常より短い履行期間での履行能力を有する事業者を契約の相手方とし

なければならなかったものであり、また、その相手方の選定方法についても合理

的であると認められることから、令第１６７条の２第１項第２号及び第５号を適

用し、Ｄ社を契約の相手方として随意契約を締結したことが不当であるとは認め

られない。 

 

（２）本件契約の契約金額を 3,800 万円（消費税相当額を除く。）としたことは、正

当性、妥当性を欠く不当な措置、決定であるか否か。 

請求人は、本件契約の相手方が前の契約の入札で示した額が 3,100 万円であっ

たことを踏まえ、3,800 万円の見積書を提出し、当該見積額をもって契約したこ

とに関し、業務内容に変更がなく、この計画の支援業務委託から、直近の基本計

画までのすべてを 1 者でやってきたことからすれば、700 万円の増額を認めるこ

とは異常であるとする。 

これに対して、経理分野は、前の契約の入札額より増額したのは、履行期間が

２か月程度短縮されたことにより、受注者から見れば求められる履行業務体制及

び履行能力に対する困難性が高まったためであり、通常の履行期間が確保できな

い特殊な状況の中、受注者の負担が大きくなり、そのことをリスクとして受注者

がとらえたためであると考えられるとしたうえで、予定価格の範囲内のものであ

ったため、問題がないとしている。 

まず、本件契約の相手方については、本件契約の見積額として前の契約の入札

額と異なる金額を提出することは、前の契約の入札と本件契約における見積書の

提出は全く別の契約の申込みであり、また、業務内容は同一であっても履行期間

が短縮された契約内容となっていることから、問題がないと言える。前の契約の

入札時点と本件契約における見積書提出時点とで事業者の履行体制などが必ずし

も同一であるとは限らないことや、本件の場合、直ちに着手しなければならない

こと、履行期間が短いことなどを考慮すれば、様々な金額変更要因があることは

容易に想定できるところである。 

  本件契約においては、規則第７５条に基づき契約締結請求に当たり都市基盤

整備分野の執行責任者が経営室長に対して指定理由書を添付して行い、経理分

野において、これを採用した時点で、契約の相手方が特定し、当該相手方から

見積書の提出をさせるものである。そして、提出された見積額が区の適正な積算

に基づき合理的に設定した予定価格以下であったことから、この金額をもって

契約額としたものであり、このことにおいて不当な措置とは認められない。な

お、区においては、随意契約において予定価格以下の見積りが提出された場合に

は、発注者としての地位を不当に利用した受注者に不利な条件での契約を防止

する観点からも、通常、価格交渉を行っていないところである。 
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  以上のことから、本件契約の契約金額について不当であると認めることはでき

ない。 

   

（３）結論 

  以上のことから、監査対象事項については、いずれも不当な措置・決定である

とは認められず、請求には理由がないものと判断する。 

 

第４ 意見 

  法は、地方公共団体が締結する契約方法について一般競争入札を原則としてお

り、契約の内容の特殊性により相手方が特定される業者指定による随意契約につ

いては、例外的に認められるものであることから、これらの随意契約の実施につ

いては、適正かつ厳正に行われる必要がある。 

  このたびのような随意契約は、極めて稀な事例であると思われるが、業者指定

による随意契約一般について、その採用に当たっては、競争性のある契約方法を

とることができないかを十分に考慮した上で行うよう留意するとともに、規定の

整備や特定の業者を選定する方法などについて、できる限り明確化することを検

討するなど、区民の信頼により一層応えられるよう努められたい。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ホームページへの掲載にあたり、個人情報の保護の観点などにより、個人名及

び法人名は仮名表記としました。 

なお、公表した監査結果については、監査事務局において閲覧することが可能

です。 
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