
 

中野区監査委員告示第８号 

 

 

 

 

住民監査請求に係る監査結果の公表について 

 

 

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第４項の規定に基づき、住民監

査請求の結果を次のとおり公表します。 

 

 

 

 平成２９年９月１３日 

 

 

 

 

 

中野区監査委員 竹 内  沖 司 

同       山 下  晃 司 

同       大 内  愼 吾 

同       甲 田  百合子 

 

 

 

 



住民監査請求監査結果 

（平和の森公園再整備等に係る随意契約等に関する件） 

 

 

 

第１ 請求の受付 

 １ 請求人 

Ａ （中野区） 

Ｂ （中野区） 

Ｃ （中野区） 

Ｄ （中野区） 

 

 ２ 請求書の提出 

    平成 29年 7月 18日 

 

 ３ 請求の内容 

請求人提出の中野区職員措置請求書（以下「措置請求書」という。）による

請求人の主張事実及び措置請求は、次のとおりである。 

    

平和の森公園再整備計画に関しては、別表のように特定業者に偏った業者

指定・随意契約が乱発されており、異常としか思えません。価格の競争性の

担保に問題がある随意契約の乱発によりもたらせられた中野区政の損失額

の推定はできませんが、少なくとも 817万 7,200円以上であり、金額では図

りしえない区民の信頼を失うという大きな損失をもたらすものであります。

特定の設計会社（以下「特定業者」という。）と中野区の入札・落札の全体

を監査していただきたく、監査の実施を請求するものです。 

私たちが入手した平和の森公園再整備に関係する入札経過調書 7 件を調

べたところ、特定業者が参加した入札のすべてを落札しています。しかも、

総合評価落札方式一般競争入札でさえも、コンペチタが辞退したのなら、指

名競争入札に切り替えるなどして競争性を確保する努力もせず、特定業者の

一者のみの参加で実施、競争入札とはなっていません。落札に失敗した競争

入札の案件は、業者指定に変更させて、最終的には特定業者が業者指定を受

け、特定業者が落札しています。いずれの案件でも、競争性確保の努力がな

されていません。 

監査の対象は 1年以内と制限しているようですが、落札者が一者に集中し、

しかも実態上無競争となっている異常性を考えると、1 年以上経過した案件

を含めて監査をお願いする次第です。 

①監査の対象は経営室経理分野、都市基盤部公園分野の二分野。 
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②入札は競争性、透明性、経済性に優れた一般競争入札が原則とされており、

随意契約は例外的に認められているものです。総務省なども随意契約の見直

しを推進しており、中野区においてもこれまで随意契約は極めて制限されて

きました。なぜ、平和の森公園再整備計画では特定業者に集中し、随意契約

が乱発されるのかを解明していただきたい。 

③特に平成 29年 2月 7日付（1年以上経過）の新体育館整備にかかわる設計・

施工一体事業契約についての疑問点 

 a）なぜ、中野区にとっても史上初めてといわれる新築工事で設計・施工 

一体事業として特定業者と契約されたのか？初めての設計・施工一体事業な

らＥ社、Ｆ社、Ｇ社などが参加した JV にも参加を呼び掛け、公平性を確保

する必要があったと思います。経過を明らかにしてください。 

特定業者と契約するために一体事業としたのではないのか？特定業者あ

りきの入札を疑わせるものです。支援業務委託契約の時点にまでさかのぼっ

て調査をする必要があると思われます。 

b）入札経過調書によれば、予定価格は 83億 7,531万円と公表されてきた

が、契約価格は 89億 6,517万 7,200円。入札価格は 83億円であったから消

費税 8%を上乗せすると契約金額は 89 億 6,400 万円となるべきである。117

万 7,200円を何故、中野区は上乗せしたのか？他の契約ではこのような上乗

せはされていないが、特定業者には特別扱いするのか？ 

④平成 28 年 12 月 14 日付平和の森公園再整備実設計委託の入札では、Ｈ社

が金額2,940万円で落札したが、辞退したため業者指定の入札へと変更され、

特定業者が3,800万円で落札しました。特定業者はＨ社が落札した入札では、

3,100万円で入札していたのに、業者指定の入札では 700万円アップの 3,800

万円での落札です。価格を高く変更しても落札できるとは驚くべきです。中

野区は工期が迫っており時間的余裕がなく、短期間に間に合わせるためと言

い訳をしています。 

具体的には、特定業者と中野区が「平和の森公園再整備実施設計委託」（多

目的広場と草地広場等が対象）につき随意契約をした主な根拠は「本業務が

おくれれば、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」との時間的余裕がないことが根拠とし

て示されています。 

監査委員は経営室経理分野と都市基盤部公園分野の上記の理由説明を鵜

呑みにしていますが、それが真実かを調査・解明しておりませんでした。請

求人の調査によれば、業務の遅れの理由は全く別にあります。 

 時間的余裕がないとの主張にたいする反論： 

①確かに、中野区の平和の森公園は昭和 54 年 7 月 3 日、東京都下水道局と
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中野区との間で締結された中野刑務所跡地利用に関する基本協定書に基づ

き建設されたものであり、基本協定書第 6条では、処理場又は都市公園の建

設にあたり、相互に密接な協議するものと定められております。また昭和 56

年 10 月に交わされた覚書では、公園施設の変更に伴い、処理場施設に変更

の必要が生じたときは、処理場施設の当該変更に要する費用を負担するなど

と詳細に取り決めを行っています。 

中野区は平成 28年 1月に「平和の森公園再整備構想（案）」を発表する前、

平成 27 年 12 月 18 日、東京都下水道局長に宛て中野区は公文書を提出、以

来、この基本協定書の改定についての話し合いを行ってきました。区民説明

会などでも東京都と協議を進めている最中であり、体育館などの詳細につい

ては発表できないと説明してきました。そして区議会では平成 29 年 4 月 3

日には東京都との協定書改定の締結予定と発表していましたが、1 年 7 か月

を過ぎた平成 29 年 7 月に至っても協定書改定については合意にさえ至って

おりません。 

中野区は、東京都などとの必要な協議を進めるために「平和の森公園再整

備実施設計委託」契約を特定業者と業者指定の随意契約にして、急がねばな

らなかったと説明しています。 

そして平成 29年 2月 6日、中野区は特定業者と随意契約を締結しました。

すでに、平和の森公園再整備に関わり五つの契約を締結、完了しています。

それでは東京都などとの協議は進んだのでしょうか？業務の遅れは解消で

きたのでしょうか？否であります。 

東京都などとの協議が進まない理由は、「平和の森公園再整備実施設計委

託」契約や新体育館の建築設計・建築工事などの契約の締結が遅れていたか

らではないことは明白です。 

②オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ誘致に間に合わない重大な

事態が想定されるとの根拠について。新体育館建設の設計・建築工事は平成

29年 2月 7日、特定業者を含むＩグループとの間で契約がすでに締結されて

います。東京都下水道局とは関係のない、国家公務員宿舎の解体はすでに始

まりました。中野区は平成 29年度～平成 31年度に開始すると発表している

東京都下水道局管理下の未開園区域内での新体育館施工工事を、何故、始め

ないのでしょうか？設計業務を今行っている最中であり、まだ建設工事はま

だ始められない段階だからだとしたら、「平和の森公園再整備実施設計委託」

契約の締結が遅れていたとの理由は成り立ちません。東京都下水道局との合

意が難航し、基本協定書の改定が完了していないからではありませんか？ 

オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ誘致のためには、新体育館

の起工を平成 30年 7 月末までに始めなければなりません。または 2020年 4

月以降に竣工予定の施設は応募できないとされています。つまり、中野区と

しては来年 7月までには起工をしたいので、緊急事態だと主張しているのだ
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と思いますが、東京都との合意なしに勝手に工事を開始することができませ

ん。しかも、新体育館が完成したとしても事前キャンプ地に指定・契約して

くれる外国のオリンピック委員会があるのかも疑問です。そんな当てにもな

らない日程を組んでそれに間に合わない緊急事態だとして、随意契約を認め

るのなら、自治体は勝手にタイムリミットを決めてそれに間に合わせねばな

らないとして随意契約を進めることを許すことになります。そもそも業務の

遅延を理由とした「緊急の必要」は認められていません。 

基本協定書の改定が締結されていないのに、東京都下水道局の土地に新体

育館を建設することはできないことはあきらかであり、平和の森公園再整備

実施設計委託契約の締結が遅れることを避けるために随意契約に変更した

という理由は成り立たないことは明白です。 

では、①と②の作業の遅れをもたらす本当の理由は何か？それは東京都下

水道局と中野区の間で行われている基本協定書の合意と改定ができていな

いからであると請求人は考えます。中野区は平和の森公園再整備構想を発表

した時点から新体育館は現在下水道局の所有する土地「未開園区域」に建設

するとしていましたが、再整備業務委託を受けた特定業者は体育館を未開園

区域からはみ出し、下水道局の土地（約 500 ㎡）、さらに東京都が防災公園

には不可欠な避難路として確保しておいた計画道路までも浸食した大きさ

になった新体育館設計を作成してしまったことにあります。中野区はこの設

計ミスを正すのではなく、特定業者の設計ミスを黙認、あるいは隠蔽し、中

野区都計審において公園都市計画区域を下水道都市計画区域にまで拡張し

てしまいました。そして、特定業者の設計案のまま、平成 29 年 2 月 7 日、

新体育館建設設計・建築工事の契約を特定業者が含まれるＩグループとの問

で締結しました。下水道局の土地（約 500 ㎡)をどうするのか？中野区が購

入するのか？では購入代金はいくらか？土地を借りるのか？では借り賃は

いくらか？いまだに決着がつかないのではないでしょうか？ 

もう一つの問題。防災公園の避難道路の問題は深刻です。現在、平和の森

公園の東側にある平和森公園通りの道幅は 6.35mです。中野刑務所跡地に平

和の森公園を造ることを決める際、東京都は平和の森公園通りを 20mに拡幅

する計画を立てました。その名残が「計画道路」（約 170m）として手付かず

のまま残っています。すでに妙正寺川から沼袋駅をとおり新青梅街道までの

約 500m は 14m に拡幅することが決まっています。さらに早稲田通りから平

和の森公園までの区間は「平和の森公園地区計画」で 12mに拡幅することも

決まっています。つまり、平和の森公園通りの 1 部（約 170m）だけが、幅

6.35m のまま残されているのです。新体育館が建設されれば、そこは大地震

の際、防災拠点・避難場所として重要な役割を果たすべき施設所です。現在

の中野体育館が取り壊されれば、防災本部にも遺体安置所にもなる重要な施

設であり、区役所とほぼ直線で結ぼれる直近の重要拠点であります。平和の
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森公園に通じる幹線道路は西にも、北、南にもありません。東側の平和の森

公園通りだけです。 

東京都下水道局の平成 21年 3月 16日付の土地求積図によれば、下水道局

は平和の森公園通りのわきに計画道路部分として 2,914.40 ㎡の面積を確保

し、将来の拡幅に備えています。その重要な避難道路となるべき平和の森公

園通りの拡幅を妨げる新体育館建設設計ミスを東京都がおいそれと見逃す

わけがないと請求人は考えます。避難道路が確保されていない防災公園など

はありえません。だからこそ、これこそが中野区と東京都との合意が遅れ、

基本協定の改定が遅れる真の理由となっているのです。 

上記、二つの理由からも特定業者との間で、随意契約の乱発を正当化する

ことはできません。随意契約を回避する努力の跡形も見ることが出来ず、初

めから特定業者ありきですすめられたという疑惑を払拭することができま

せん。 

一者随意契約とする場合は、透明性を高めるため、どのような調査を行っ

た結果、どのような理由で、一者しかないと判断したのかなどの過程（理由）

を、関係部局の言い分を鵜呑みにするのではなく、具体的に調査し、区民に

対する説明責任を果たしてください。 

上述した通り、平和の森公園の再整備計画に係る入札と契約は正当な理由

なく行われた随意契約と一般競争入札とは言えない、競争を排除した事実上

の一者入札のもとですすめられています。請求者は競争性と透明性、経済性

が確保された公正な再入札の実施を求めます。 

 

 

 【別表】 

番

号 

入札日 

契約締結日 

件   名 契約方法 契約金額 落札者 

契約者 

1 平成 27年 

6月 12日 

中野区新庁舎整備基本構

想及び基本計画策定支援

業務委託 

業者指定 21,130,200円 特定業者 

2  平成 27年 

9月 4日 

平和の森公園再整備及び

新体育館建設整備構想・整

備基本計画策定支援業務

委託 

業者指定 18,900,000円 特定業者 

3  平成 28年 

4月 26日 

平和の森公園再整備及び

新体育館整備基本設計等

業務委託 

業者指定 93,960,000円 特定業者 

4  平成 28年 

7月 14日 

新体育館建設支援アドバ

イザリー業務委託 

指名競争 

入札 

14,580,000円 Ｊ社 
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なお、次のとおり、平成 29年 8月 14日付で請求の内容の補足が行われた。 

 

 本件請求書は 2017年 7月 18日付にてすでに請求書を提出し、同日受理さ

れているものですが、下記補足をさせていただきます。 

 上記請求書の 2頁冒頭に記載された「平和の森公園新体育館整備事業」の

入札経過調書（文書番号 28中経理第 1708号）に係る下記記述についてであ

ります。 

 「入札経過調書によれば、予定価格は 83 億 7,531 万円と公表されてきた

が、契約価格は 89 億 6,517 万 7,200 円。入札価格は 83 億円であったから、

消費税 8％を上乗せすると契約金額は 89億 6,400万円となるべきである。117

万 7,200円を何故、中野区は上乗せしたのか？他の契約ではこのような上乗

せはされていないが、特定業者には特別扱いするのか？」 

 117 万 7,200 円は各種申請手数料であり、その根拠は平成 29 年 3 月 27 日

付総務委員会資料として供せられた「仮称平和の森公園体育館新築工事等請

負契約」に示されているものです。 

 確かに総務委員会資料には 1.契約金額金 89 億 6,517 万 7,200 円、内訳と

して本体価格金 83 億円、消費税相当額金 6 億 6,400 万円、各種申請手数料

金 117万 7,200円と記載されていることを、確認いたしました。 

 請求人の疑問は、では、なぜ各種申請手数料が契約金額に上乗せされてい

るかにあります。素人ながら地方自治法などを調べても契約金額は落札金額

に消費税相当額を加算したものと書かれています。また中野区が平成 28 年 

12月 1日付で発表した入札公告の 3頁イ入札書に記載する金額は、消費税相

当額を含まない金額で表示すること（契約に際し、落札額に消費税相当額を

加算する）と記載されています。契約金に各種申請手数料を加算するとは書

いてありません。各種申請手数料を加算することを許可した根拠をお示しく

ださい。 

 念のため東京都内の他の区の取り扱い方をインターネットで調べたとこ

5  平成 28年

12月 14日 

平和の森公園再整備実施

設計委託  

希望制指

名競争入

札 

31,752,000円 Ｈ社 

6  平成 29年 

2月 6日 

平和の森公園再整備実施

設計委託  

業者指定 41,040,000円 特定業者 

7  平成 29年 

2月 7日 

契約締結

日は同年 

4月 3日 

平和の森公園新体育館整

備事業 

総合評価

落札方式

一般競争

入札 

8,965,177,200

円 

Ｉグループ 
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ろ、中学校の新築工事契約でも、消費税相当額以外の金額が加算されている

ものは見つかりませんでした。私たちの調査には当然、限界があります。他

区でも中野区と同じ扱いをしている例があるならお示しください。 

 では、各種申請手数料とはどのようなものでしょうか？東京都都市整備局

に問い合わせたところ、建築基準法関係申請・通知手数料ではないかとのこ

とでした。しかし、これも調べてみると、中野区が契約金額に加算して業者

に支払うべきものではなく、建築主が別途納入すべきではありませんか？仮

に業者に立て替え払いをしてもらうのなら、契約金とは別に立て替え払い金

として計上すべきと考えます。いかがでしょうか？ 

 そもそも新体育館は下水道局の土地に、地下は下水道局の施設、地上部は

中野区の体育館という変則的建築物であり、東京都と中野区の合築施設です。

東京都から見れば、地下設備のための増築施設です。つまり建築主は、中野

区と東京都（下水道局）の２者です。東京都と中野区が建築主と支払うべき

各種申請手数料を中野区が全部負担するというのもおかしなことだと思い

ます。 

 以上、補足追加いたしましたので監査委員におかれましては 7 月 18 日付

請求書と併せて、賢明なる審査のほどお願いします。 

  

 ４ 請求の要件審査 

請求人は別表に記載の 7 件の契約について監査を求め、措置請求しているも

のと解される。 

請求内容について要件審査をした結果、このうち 1 から 6 までの契約につい

ての請求人の主張は、下記のとおり地方自治法(以下「法」という。)第 242 条

の所定の要件を備えていないため、監査を実施しないこととする。 

7の契約（以下「本件契約」という。）に対する監査請求は、法第 242条の所

定の要件を備えているものと認め、監査を実施した。 

 

 （1）1から 4 までの契約について 

法第 242条に定める住民監査請求は、請求の期間について、同条第 2項にお

いて、財務会計行為があった日又は終わった日から 1年を経過したときはこれ

をすることができないとし、正当な理由があるときはこの限りではないと定め

ている。 

1 から 4 までの契約については、措置請求書の提出日において、いずれも契

約締結日から 1年以上を経過している。そして、1年以上を経過して請求に 

至った正当な理由について、請求人は措置請求書の中で示していない。 

したがって、1 から 4までの契約については、法第 242 条に定める住民監査

請求として不適法である。 
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    （2）5の契約について 

法第 242 条に定める住民監査請求は､違法又は不当な財務会計上の行為につ

いて、これらを証する書面を添え、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を

講ずべきことを請求できるものである。 

監査請求を行うに当たり請求人は、自らが問題とする財務会計上の行為の違

法性、不当性について具体的かつ客観的に提示する必要がある。 

しかし、請求人は、5の契約について、別表に記載するばかりで、その違法

性、不当性について措置請求書の中で何ら具体的に主張していない。 

したがって、5の契約については、法第 242条に定める住民監査請求として

不適法である。 

 

    （3）6の契約について 

6 の契約については、請求人（Ｄを除く。）は平成 29 年 4 月 25 日付の住民

監査請求（以下「前回請求」という。）において、業者指定で契約したこと及

び 3,800万円（消費税相当額を除く。）で契約したことはいずれも不当な措置、

決定であると主張し、監査委員は、監査の結果、同年 6 月 21 日付でこの請求

を棄却する決定を行い、通知したところである。 

請求人は措置請求書において、前回請求の監査結果を踏まえた上で、「時間

的余裕がないとの主張に対する反論」を縷々述べているが、これは、東京都と

中野区との間で平和の森公園整備に関する基本協定が締結されていないこと

及び避難道路の整備等について、請求人の推測や主観的意見を述べているにと

どまり、６の契約について請求人は、前回請求と同じ主張を行っているものと

判断できる。 

ところで、昭和 60 年 2 月 20 日最高裁判決によれば、「同一住民が先に監査

請求の対象とした財務会計行為上の行為又は怠る事実と同一の行為又は怠る

事実を対象とする監査請求を重ねて行うことは許されていないものと解する

のが相当である」としている。 

また、昭和 34年 3月 19日行政実例によれば、同一事件について「一箇の請

求について行った監査の結果に基づいて、請求に係る事実がないと認めるとき

は、他の請求について改めて監査を行うことなく、その旨を請求者に通知すれ

ば足りる」としている。 

このことから、前回請求と同一内容の再監査の請求である 6の契約について

の住民監査請求については、同一請求人はこれを行うことができない。また、

監査委員は、前回請求における判断を変更する必要を認めないことから、監査

結果については、前回請求の監査結果のとおりである。 
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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 8月 16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陳述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。 

（1） 別表に記載した 7件の契約について監査してほしいと考えている。 

（2） 随意契約が乱発されている。体育館の新築工事の入札について、力のある

企業でなければ難しいことは理解できるが、１者入札はおかしい。設計の

経験のある会社を指名した指名競争入札とすべきではないか。指名競争入

札であれば、違った結果となる。 

（3） 体育館の新築工事の入札経過調書を調べると、消費税 8％以外に申請手数

料 117万 7,200円が上乗せされている。契約金額は、本来、落札金額に８％

を加えたものであり、入札公告にもそう書いてある。自分たちが調べた限

り手数料を上乗せしている事例はない。 

（4） 体育館についての遅れの原因は、基本協定が締結できていないからだ。基

本協定が無いにもかかわらず契約してよいのか。基本協定が結べない場合

はどうなるのか。 

 

 ２ 監査対象事項 

        本件請求の監査対象事項を次のとおりとする。 

（1）本件契約について、参加者の辞退による 1 者入札を実施したことは、競争

性の確保がされておらず、違法・不当な措置、決定であるとの主張。 

（2）本件契約について、入札における落札者の応札額に 117 万 7,200 円を加算

した金額で契約したことは、違法・不当な措置、決定であるとの主張。  

（3）本件契約について、東京都との基本協定が締結されていないまま契約締結

したことは、違法・不当な措置、決定であるとの主張。  

 

 ３ 監査対象部局の指定 

     以下の分野を監査対象部局として指定した。 

      政策室企画分野 

      経営室施設分野 

      経営室経理分野 

      健康福祉部文化・スポーツ分野 

      都市基盤部公園分野 
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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 9月 13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により、次の各号に掲げる事実を確認

した。 

  （1）契約に至る経過 

      区は、法第 234 条第 3 項及び地方自治法施行令（以下「令」という。）第

167条の 10の 2に基づく総合評価一般競争入札により､平成 29年 4月 3日付

で、本件契約を、契約金額 89億 6,517万 7,200円（消費税相当額 6億 6,400

万円を含む。）で締結した。  

     なお、契約締結に至るまでの経過等は、次のとおりである。 

    ①平成 28年 11月 14日付中野区公告第 167号により、経営室経理分野は、法

第 234条第 6項並びに令第 167条の 6及び第 167条の 10の 2に基づき、本

件契約の入札の実施について、入札参加者が 2 者に満たない場合は入札を

中止するとともに一部の条件を変更し再度の入札を行うとの条件を付け入

札公告を行った。 

②同年 11 月 29 日付中野区公告第 172 号により、経営室経理分野は、入札参

加者が 1ジョイントベンチャー（以下「ＪＶ」という。）であったため、入

札の中止を公告した。 

③同年 12月 1日付中野区公告第 176号により、経営室経理分野は、再度の入

札公告を行った。なお、再度の入札公告には、入札参加者が 2 者に満たな

い場合は入札を中止するという条件は付けていない。 

④同年 12月 14日の入札申込期限までに、2ＪＶから入札への参加申し込みが

あった。 

⑤平成 29 年 2 月 6 日、経営室経理分野は、1ＪＶからの入札辞退届を受理し

た。 

⑥同年 2月 7日、経営室経理分野は、中野区役所 1階特別集会室において､本

件契約の入札を実施した。参加者は、1ＪＶであり、1 回目の入札において

入札書記載額 83億円で落札した。 

⑦同年 3月 27日、中野区議会は本件契約締結に係る議案を可決した。 

⑧同年 4月 3日、経営室経理分野は、契約金額 89億 6,517万 7,200円（非課

税である各種申請手数料 117 万 7,200 円及び消費税相当額 6 億 6,400 万円

を含む。）で本件契約を締結した。 
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   （2）東京都との協議の経過 

     区は、平和の森公園新体育館の整備に関し東京都と協議を行ってきており、

その概要は以下のとおりである。 

①平成 27 年 3 月 30 日付で、中野区は、東京都下水道局に対し「平和の森公

園の整備に伴う検討について（依頼）」により、平和の森公園改修に伴う下

水処理施設に係る必要な調査及び設計・施工について協力を依頼し、同月

31日付で、東京都下水道局から文書により了解を得た。 

②同年 5月 15日付で、中野区は、東京都下水道局に対し「下水熱利用に関す

る検討依頼について（依頼）」により、区立施設の整備にあたっての下水熱

利用検討に対する協力を依頼した。 

③同年 12 月 18 日付で、中野区は、東京都下水道局に対し「平和の森公園の

整備に伴う検討について（依頼）」により、新体育館と下水処理施設との一

体的整備についての協力を依頼し、平成 28年 1月 8日付で、東京都下水道

局から検討に協力する旨の文書による回答を得た。 

④平成 28 年 1 月 26 日付で、中野区は、東京都下水道局に対し「平和の森公

園再整備構想（案）」を送付した。 

⑤同年 3月 10日付で、中野区は、東京都下水道局に対し「平和の森公園再整

備基本計画（素案）」を送付した。 

⑥同年 4月 27日付で、中野区は、東京都下水道局に対し「平和の森公園再整

備基本計画（案）」を送付した。 

⑦同年 6 月 9 日付で、中野区は、東京都下水道局に対し「平和の森公園再整

備基本計画」を送付した。 

⑧同年 8月 24日付で、中野区は、東京都下水道局に対し「平和の森公園再整

備基本設計（案）中間のまとめ」を送付した。 

⑨同年 9月 27日付で、中野区は、東京都下水道局に対し「東京都市計画公園

（第 4・4・3号中野公園）の変更について（照会）」により、新体育館敷地

となる都有地を都市計画公園に編入することについて照会したところ、同

月 30日付で東京都下水道局から異議がない旨の文書による回答を得た。 

⑩同年 10月 5日付で、中野区は、東京都下水道局に対し「平和の森公園再整

備基本設計（案）」を送付した。 

⑪同年 11月 4日付で、中野区は、東京都下水道局に対し「平和の森公園再整

備基本設計」を送付した。 

⑫平成 29年 7月 27日付で、中野区は、東京都下水道局と「中野水再生セン 

 ター敷地内における体育館の整備等に関する基本協定書」及び「中野刑務

所跡地利用に関する基本協定第 1 条第 3 項の取扱いに関する覚書の一部を

変更する覚書」を取り交わした。 
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 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）本件契約で、参加者の辞退により 1者参加となった入札により落札者を決

定したことについて 

一般競争入札は､広く公告をして入札希望者を募集するものであるが､

それにもかかわらず、入札者が 1 者にすぎなかったということは、他の者

は競争に参加する利益を放棄したことにより競争入札に敗れたとみるべき

である。したがって、たとえ入札者が 1 者だけの場合でも入札に必要な競

争性は失わるものではないので、その入札は有効であると考える。         

本件契約については、異業種ＪＶによる入札であり電子入札システムが

対応できないため紙入札とすること、その規模、価格、難易度、当時の社

会的な情勢などを総合的に考慮し、参加者が少なくなるリスクを回避する

ため、「入札参加者が 2 者に満たない場合は入札を中止する｣という条件を

付けて実施した。このことについては、中野区入札監視委員会の意見を聞

きつつ行った。 

最初の公告では参加者が 1ＪＶであったため、参加条件を見直し、再公

告により 2ＪＶの参加を確保した。 

その後、入札の前日に1ＪＶが辞退したことにより1者入札となったが、

このことについては、入札の手続き上、何ら問題があるとは考えていない。 

なお、辞退理由は、ＪＶの代表者が、本件契約と同時期の民間工事を受

注したことにより、施工体制を確保することが困難となったためとのこと

である。（経営室経理分野） 

  

（2）本件契約で、入札における落札者の応札額に各種申請手数料を加算した金

額で契約したことについて 

 ① 各種申請手数料が必要な工事等の案件については、積算額から各種申請

手数料を除いた額（消費税相当額を含まない額。）により競争し、応札額に

消費税相当額を加算し、その額に消費税を含まない手数料である各種申請

手数料を加算するという方法で契約額を設定しており、これは、各種申請

手数料が発生する区の他の案件においても同様の取り扱いとしている。 

  経理担当としては、参加者が競争のために示す金額である入札額に各種

手数料及び消費税相当額を算入せずに提示することを求めているものであ

り、仮に各種申請手数料を算入した額で競争したとしても、最終的な契約

金額が変わるものではなく、また、各種申請手数料額は各参加者について

公平であり、よりわかり易い競争であると認識している。 

  参加者には公平に情報提供をしており、特定の事業者にのみ申請手数料
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の加算を行うものではなく問題はないと判断している。（経営室経理分野） 

② 各種申請手数料は基本設計に基づき適切に実費を積算している。仮に各

種申請手数料について、検査する行政庁の取扱いの変更や法改正などによ

り手数料実費額が変更となった場合は、その実費額について、変更契約を

行い費用分担の適正を図っていくものである。 

  契約書においても、各種申請手数料は契約額に含むことを明確にしてお

り、各種申請手数料の積算、負担については適切に処理されている。（経営

室施設分野）  

 

（3）本件契約の締結と東京都との協定について 

① 新体育館の整備にあたっては、その時々に応じ、東京都と十分な協議を

行い、整備を進めている。平成 27 年 12 月に新体育館の整備について下水

道処理施設と一体的な整備を検討したい旨を文書により依頼し、翌月、東

京都から協力するとの文書による回答を得ている。また、平成 28年 9月に

新体育館の平面計画図を添付した公園の拡張に対する照会を行い、同月、

東京都から異議なしとの文書による回答を得ている。 

  このように文書の取り交わしを含め、東京都とは本件契約の締結に必要

な合意を確認しており、体育館基本協定締結前に契約を行っていることに

関して、正当性、妥当性を欠くものではないと考えている。（政策室企画分

野） 

② 新体育館の地下構造の一部には、東京都下水道局の施設である下水道換

気設備等の機械室（以下「機械室等」という。）を整備することとしており、

当該整備に要する費用の一定割合について東京都下水道局が負担すべきも

のと考える。    

  このため、平成 29 年 7 月 27 日に締結した中野水再生センター敷地内に

おける体育館の整備等に関する基本協定書第 5 条第 2 項において、新体育

館の地下構造の一部に整備する機械室等については、東京都下水道局及び

中野区が負担するものとし、その詳細は、別途協議して定めることとして

いる。現在、各種申請手数料の負担についても東京都下水道局と協議中で

ある。（政策室企画分野、経営室施設分野、健康福祉部文化・スポーツ分野） 

 

 ４ 判断 

    本件請求について、事実関係を確認し、監査対象部局からの事情聴取や関係 

   書類の精査、法令、条例、規則等に照らしたうえで、次のように判断する。 

 

（1）本件契約について、参加者の辞退による 1者入札を実施したことは、競争

性の確保がされておらず、違法・不当な措置、決定であるか否か。 

  請求人は、本件契約の入札において、競争相手が辞退したことにより 1者
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による入札となった際に、区は他の事業者を指名するなどにより、指名競争

に切り替えて入札を行うべきであったにもかかわらず、参加者が 1者のまま

落札者を決定し、これと契約したことは、競争性の確保がされておらず、違

法・不当な措置、決定であると主張している。 

  これに対して、経営室経理分野は、一般競争入札は、広く公告をして入札

希望者を募集するものであるが、それにもかかわらず、入札者が 1者にすぎ

なかったということは、他の者は競争に参加する利益を放棄したことにより

競争入札に敗れたとみるべきであり、したがって、たとえ入札者が 1者だけ

の場合でも入札に必要な競争性は失われるものではないので、その入札は有

効であると説明している。 

 本件契約に係る入札は、法において原則的入札方法とされる一般競争入札

であり、広く公告を行い資格を満たす事業者であれば参加に制限を設けない

入札として実施されたものである。この一般競争入札の結果として入札参加

者が 1者であった場合において、これを違法、不当とする法令の定めはなく、

現に国や他の自治体においてもこのような入札結果に基づき契約が締結さ

れているところである。 

 実務においても、『一般競争入札は、広く公告をして入札希望者を募集す

るものであるが、それにもかかわらず、入札者が 1人にすぎなかったという

ことは、他の者は競争に参加する利益を棄権したことにより競争入札に敗れ

たとみるべきである。したがって、たとえ入札が 1人だけの場合でも入札に

必要な競争性は失われるものではないので、その入札は他の条件に欠けると

ころがない限り有効であるとされている。具体的な例に徴してみても、一般

に入札開始から入札締切りまでには、一定の時間が置かれるものであるから、

その間に入札者が 1人しかない場合もありうるのであり、競争入札を進行せ

ざるをえないこととなる。開札の結果、その者が予定価格の制限内の入札を

した者であるときは当然落札すべきものである。（中略）令第 167条の 2第 1

項第 8号において「競争入札に付し入札者がないとき」は、随意契約による

ことができると規定しているのは、1 人でも入札者があるときは競争によっ

て相手方を選定できる余地のあることを示しているともいえる。』（出典：「地

方公共団体契約実務ハンドブック」（地方公共団体契約実務研究会）第一法

規）とされている。 

 以上のことから、本件契約について違法・不当な措置、決定であるとする

請求人の主張には理由がないと解する。 

 なお、入札における競争性をより一層確保するため、1 者入札をできる限

り回避する取組みが国や地方公共団体において行われており、本件契約に係

る入札においても同様の取組みが行われたところである。入札における競争

性を高める工夫については、様々に努力することが必要であることは言うま

でもないことである。 
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（2）本件契約について、入札における落札者の応札額に 117万 7,200 円を加算

した金額で契約したことは、違法・不当な措置、決定であるか否か。  

  請求人は、本件の入札において、応札額が 83 億円であるので、契約額は

消費税 8％を上乗せした 89 億 6,400 万円となるべきであるが、契約金額は

89億 6,517万 7,200円で、117万 7,200円の各種申請手数料を上乗せしてい

ることは落札者への特別扱いであり、また、本入札の入札公告に準じていな

い取扱いであると主張している。 

 これに対して、経営室経理分野は、法令等により定められた申請手数料に

ついては、どの事業者が落札者となろうとも同額が必要となる経費であり、

従来から応札金額の対象には含めておらず、落札金額に消費税相当額と申請

手数料を加えた金額を契約金額としており、それが、正当性、妥当性を欠く

違法・不当な措置、決定であるとは考えていないと説明している。 

  本件に係る各種申請手数料 117 万 7,200 円は、建築物を建築する場合に、

その計画が建築基準関係規定に適合しているかの審査を建築主が受けるた

めに掛る経費であり、工事や設計の内容に応じ、区として必要となる経費で

ある。 

 本件契約に係る入札公告においては「入札には「総括積算内訳」(低入札

価格調査試行マニュアル様式 2)に社名、積算金額等を記載したものを必ず同

封すること」との記載があり、この総括積算内訳において、「※契約金額は、

総合計金額に各種申請手数料を加算した金額となります。」との説明がされ

ていた。 

 したがって、本入札では、法で定める入札公告に示す書類において応札額

に別途各種申請手数料を加算する旨を明らかにし、それに基づき入札参加者

に応札を求め、応札額に対し消費税相当額を加算し、その金額に各種申請手

数料を合算した金額を契約額としたものであると確認できる。 

 以上のことから、本件契約の契約金額について違法・不当な措置、決定で

あるとする請求人の主張には理由がないと解する。 

 なお、中野区において各種申請が必要な契約がどのように行われているか

確認したところ、各種申請手数料が必要な契約で、今回と同様に、応札額に

各種申請手数料を加算していた案件は平成 28年度において 9件確認できた。

このように、中野区においては、各種申請手数料が必要な契約案件について

は、申請手数料を契約金額に含める取扱いを行っており、本件に限った特殊

な取扱いではない。 

 

（3）本件契約について、東京都との協定が締結されていないまま契約締結し

たことは、違法・不当な措置、決定であるか否か。  

  請求人は、本件契約について、東京都との基本協定が締結されていないま

ま東京都の土地に新体育館を建設する契約を締結したことは、当該契約の正
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当性、妥当性を欠く違法・不当な措置、決定であると主張している。 

 これに対して、政策室企画分野は、本件契約の締結にあたり、東京都と数

度にわたり協力体制の確認等を行っていることから、新体育館整備の基本協

定締結前に契約を行っていることに関して、正当性、妥当性を欠くものでは

ないと説明している。 

 政策室企画分野から提出された資料に基づき、前記において事実認定した

ところからすれば、新体育館の建設にあたり、本件契約の入札前において、

区は、東京都と新体育館等の整備について協議や検討を重ねていることが確

認できる。 

 特に平成 28 年 9 月 27 日付「東京都市計画公園（第 4・4・3 号中野公園）

の変更について（照会）」において、中野区長が東京都下水道局長に対し「貴

局と中野区で協力して取り組んでいる平和の森公園の体育館と下部の下水

道施設の一体整備に関して調整を行ってきましたが、この度、「平和の森公

園再整備基本設計（案）」が概ねまとまり、新体育館建設に伴い公園区域の

拡張が必要となりました」として平面計画図において新体育館の位置を明ら

かにしたうえで、新体育館敷地となる部分を含む都有地 0.28ｈａを新たに

都市計画公園に編入することにつき意見照会したところ、同年 9 月 30 日付

で東京都下水道局長から中野区長に対し「東京都市計画公園（第 4・4・3号

中野公園）の公園区域の拡張については異議ありません」との回答が行われ

ている。これは、都有地上に新体育館を建設することについての東京都の了

解を示すものに他ならない。 

 以上のことから、東京都との基本協定締結前であっても、本契約を締結し

たことに不合理があるとは認め難く、これを不当な措置、決定であるとする

請求人の主張には理由がないと解する。 

 なお、平成 29年 7月 27日付で、中野区は東京都下水道局と、新体育館と

下水道施設の整備についての円滑かつ着実な推進を図り、住民の利便性及び

地域価値の向上を実現させることを目的とした「中野水再生センター敷地内

における体育館の整備等に関する基本協定書」を取り交わし、新体育館の整

備を進めている。 

 

  （4）結論 

  以上のことから、監査対象事項については、いずれも違法・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。 
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※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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