
 

  

 

奈良市監査委員告示第2号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第1項の規定に基づく住民監査請求に係る監査結果を、同条第5

項の規定により通知したので、次のとおり公表します。 

令和4年3月28日 

奈良市監査委員 東 口 喜代一 

同       中 本   勝 

同       塚 本   勝 

同       森 岡 弘 之 

 

 

 

奈 監 第 8 2 号 

令和 4 年 3 月 24 日 

請求人 

 

奈良市監査委員 東 口 喜代一    

同       中 本   勝    

同       塚 本   勝    

同       森 岡 弘 之    

 

奈良市職員措置請求の監査結果について（通知） 

令和4年1月28日付けで提出のあった奈良市職員措置請求書（以下「本件住民監査請求」という。）に係る監査の

結果については、地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第5項の規定に基づき、及び併せて請求のあった個

別外部監査契約に基づく監査に関する決定については、同法第 252条の43第9項の規定に基づき、その内容を次の

とおり通知します。 

 

第１ 請求の受付 

１ 請求の要旨 

 請求人が請求している要旨は、次のとおりである。 

なお、内容については、職員措置請求書に記載の内容を、原則として原文のまま記載している。 

奈良市職員措置請求書 

奈良市長及び職員に関する措置請求の要旨 

１ 請求の要旨 

⑴ 奈良市環境清美工場の焼却施設において、焼却後の煤塵から基準を超えるダイオキシン類が検出さ

れたことから焼却炉の稼働を停止せざるを得なくなったことから、令和 3年 8月 31日、焼却場一般

廃棄物の運搬処分業務を大栄環境株式会社他7社と、委託契約を締結した。（甲1） 

 

⑵ 請求人は、環境清美工場への情報公開請求で取得した公文書及び当該所属職員からの聴き取りを

行ったところ、当該契約は、焼却炉の停止を災害等として、災害廃棄物等にかかる基本協定に基づき、

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札ができないとき）を根拠に



 

  

 

特命随意契約が締結されている。 

 

⑶ 当該特命随意契約の違法または不当について述べる。 

  ⑵で述べたとおり、当該特命随意契約は、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 5号を根拠に締

結されているが、当該条項に規定されている「緊急の必要により競争入札ができないとき」とは、天

災地変等の予見不可能な非常緊急の事態が発生したことにより競争入札に付するいとまがない場合

であるとされている（大阪地裁平成29年5月19日判決）。（甲2） 

  令和3年9月28日市議会予算決算委員会において市長が「平成12年1月14日以前に建設された焼

却炉なので、基本的には薬剤処理をして固化したものは（ダイオキシン類規制）基準の対象とはなら

ないというのが大前提である。そういった意味において、これまで安定的に受け入れてもらっていた

が、今回その程度を超えるダイオキシン類が検出されたと言うことで、改善の要請があった」と答弁

（甲 3）している。大阪フェニックスセンターの資料（甲 4）によると、確かに平成 12年 1月 15日

において既に設置されている焼却炉から排出されるばいじん及び焼却灰については、薬剤処理等を行

う限り受入基準は適用しないとしていたが、平成 27 年度から著しく高い値の場合は所管行政庁又は

排出事業者に対し、適正な維持管理を行うよう依頼するとされていることから、奈良市の焼却炉から

排出され薬剤処理されていたとする焼却灰については、以前から基準値をこえており、今回著しく高

い値が示されたこととなる。 

  過去に数回ダイオキシン類発生抑制のための修理が行われているが、法の適用がないということか

ら、基準値（3ng-TEQ/g）以下に下げようという意識もなく漫然と修理を行っていたのではないかと思

慮される。 

  かかることから、ダイオキシン類の基準値以上の排出が行われていたことを認識しており、今回著

しく高い値が示されたことを考え合わせると予見不可能な事件ということはできないのであります。 

  以上のことから当該契約は、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 5号の要件に該当せず、同号

を根拠とした契約は違法又は不当な契約と言わざるを得ないのであります。 

 

⑷ 契約金額について、不当な額であることについて述べる。 

  担当者は、大栄環境株式会社他7社を選択し、相見積を徴求するでもなく、他の参考金額（例えば、

公共工事設計労務単価等（甲5））を参考とすることなく、相手方の言いなりの高額な金額で契約して

いる。 

  契約金額は、例えば、重機オペレーターについては、1日当たり24,000円、一般作業員1日当たり

21,000円、車両管理誘導作業員1日当たり21,000円となっているが、設計金額では、21,200円であ

るが、公共工事設計労務単価表によれば、1日当たり、それぞれ21,200円、19,100円、14,100円と

なっている。 

  また、運搬費に関しても、金額を精査したのかどうか疑問である。例えば、清美工場からと木津川市

石塚一般廃棄物積替基地から、クリーンセンターかしはらへの運搬費が、10ｔ車1台当たり26,500円

と30,000円となっているが、両者の距離の差は4㎞足らずであり、この差は納得できない。さらに、

バックホウのリース代これの回送費等々、枚挙にきりがない。 

  さらに、今回の契約については、当初から大栄環境グループありきであったのではないか疑念を抱

かせるものであります。 

  正当・公平な手続きの下で行われた場合に比べて奈良市の支出が過大となった恐れがあります。 



 

  

 

 

  以上のことから、今回かかる違法・不当な契約を締結した責任の所在を明確にするとともに、今後違

法・不当な契約が締結されないよう必要な措置を速やかに講ずべきことを市長及び市職員に勧告する

ことを求めるものである。 

 

⑸ 個別外部監査契約に基づく監査の請求 

  監査委員4名のうち2名は、議会選出委員であるが、当該契約にかかる補正予算について、去る9月

議会において、賛成していることから、公正・厳正な監査を期待することができない。 

  そこで、本件監査請求にかかる監査については、監査委員の監査に代えて個別監査契約に基づく監

査によることを求める。 

 

２ 事実証明書 

 ⑴ 甲1 委託契約書 

 ⑵ 甲2 大阪地方裁判所平成29年5月19日判決 平成25年行ウ第162号 

 ⑶ 甲3 令和3年9月28日奈良市議会予算決算委員会議事録（請求人が議会録画から作成） 

 ⑷ 甲4 大阪フェニックスセンター「参考資料」 

 ⑸ 甲5 令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価表 

 

３ 請求の受理 

本件住民監査請求は、令和4年 2月 7日に要件審査を行った結果、地方自治法第 242条第 1項の規定による

要件を満たしているものと認め、これを受理した。 

 

第２ 監査の実施 

１ 監査対象事項 

 環境清美工場の焼却炉停止に伴う一般廃棄物運搬処分業務委託に係る随意契約（以下「本件委託契約」とい

う。）について、次の3点を監査対象とした。 

⑴ 本件委託契約の締結に当たり、地方自治法施行令（昭和 22年政令第16号）第167条の2第 1項第5号の

規定に基づく随意契約（以下「5号随契」という。）を選択したことが、違法又は不当な行為に当たるか否か 

⑵ 本件委託契約の相手方の選定方法に不当な手続があったか否か 

⑶ 本件委託契約の契約金額が不当に高額であったか否か 

 

２ 監査対象部局 

  環境部環境清美工場 

 

３ 請求人による証拠の提出及び陳述 

地方自治法第242条第7項の規定により請求人に証拠の提出及び陳述の機会を設け、令和4年2月22日に陳

述の聴取を行った。なお、新たな証拠の提出はなかった。 

 

４ 関係職員の陳述 

令和4年2月22日に環境部長、環境清美工場長、環境清美工場総務係長に対し、陳述の聴取を行った。 



 

  

 

 

第３ 監査の結果  

１ 主文 

  本件住民監査請求を棄却する。 

 

２ 事実関係 

⑴ 環境清美工場の焼却炉停止に伴う一般廃棄物の処理に係る事案（以下「本件事案」という。）に関する経緯 

日 付 事  項 備  考 

令和3年8月17日 ・大阪湾広域臨海環境整備センター（大阪湾フェ

ニックスセンター）からの通知を受領。その通

知内容は、環境清美工場が排出したばいじん

処理物から17ng-TEQ/gのダイオキシン類が検

出されたことを受け、焼却施設の適正な維持

管理を求める、というもの 

・焼却炉を稼働させながら原因究

明及び修繕を実施するため、他

の自治体でのばいじん処理物の

処分ができないか検討 

令和3年8月18日 ・熱分解装置の点検整備を依頼 

・環境清美工場において熱分解処理後の検 体

を採取し、分析を依頼 

・災害廃棄物等の処理に関する基本協定を締結

している事業者及びばいじん処理物の処分が

可能な事業者並びに関係自治体との相談を開

始 

 

令和3年8月23日 ・採取した検体のダイオキシン類含有量が64ng-

TEQ/gであったことが判明したため、焼却炉を

全炉停止 

・熱分解装置等の点検・整備・補修作業を開始 

・熱分解装置等の点検・整備内容 

8/23～24 熱分解装置の点検・清

掃・部品交換 

8/26 灰固化混錬装置の清掃 

8/28～9/2 熱分解装置の分解清

掃・灰バンカの清掃 

令和3年8月24日 ・採取した検体から想定以上のダイオキシン類

が検出されたため、焼却炉を稼働させながら

ばいじん処理物の処分のみ委託する方法を断

念 

・ごみ処理の全部を区域外処理で

行う方向に方針を変更 

 

令和3年8月25日 ・他の自治体における区域外処理について調整

を開始 

 

令和3年8月30日 ・ごみ貯留量がピット容量の限界を超えたため、

プラットホームへの貯留を開始 

・区域外処理に関する構想がまとまったため、災

害廃棄物等の処理に関する基本協定を締結し

ている事業者に、参考見積りの提出を求める。 

 

令和3年8月31日 ・大栄環境株式会社他 7 社とごみの運搬処分委

託に関する契約を締結 

・契約方法は5号随契 



 

  

 

・区域外処理を行うため、大和郡山市及びクリー

ンステージ株式会社へのごみの搬出を開始 

令和3年9月1日 ・橿原市への搬出を開始  

令和3年9月2日 ・木津川市への搬出を開始  

令和3年9月3日 ・枚方市及び生駒市への搬出を開始  

令和3年9月3日 

      ～6日 

・検体採取のための試運転を実施  

令和3年9月6日 ・三重中央開発株式会社への搬出を開始 

・熱処理後の灰及び煙突から排出する排気ガス

の検体を採取 

 

令和3年9月9日 ・検査の結果、灰及び排気ガスが無害化できてい

ることを確認 

 

令和3年9月11日 ・焼却炉(1号炉)の稼働を再開  

令和3年9月17日 ・焼却炉の運転再開後に生成されたばいじん処

理物のダイオキシン類濃度が、3ng-TEQ/g以下

で推移していることを確認 

・ばいじん処理物のダイオキシ 

ン類測定結果 

 採取 9/13  3.0 ng-TEQ/g 

採取 9/14   1.2 ng-TEQ/g  

令和3年9月18日 ・焼却炉(4号炉)の稼働を再開  

令和3年9月29日 ・大阪湾広域臨海環境整備センターへのばいじ

ん処理物の搬出を再開 

 

令和3年10月1日 ・平常時のごみ処理に移行  

 

⑵ 本件委託契約の締結に当たり、5号随契を選択したことが、違法又は不当な行為に当たるか否かについて確

認した事実 

ア 過去 3 年度分のダイオキシン類の測定検査の結果を確認したところ、平成 30 年 5 月 25 日検査分から

3.2ng-TEQ/gのダイオキシン類が検出されていたものの、その後行われた計12回の検査結果は、いずれも

ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号）及び廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれる

ダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令（平成12年厚生省令第1号）に定める基準値（3ng-

TEQ/g）以下で推移していた。 

【ばいじん処理物ダイオキシン類濃度測定結果】          単位：ng-TEQ/g 

平成30年度 採取日 30.5.25 30.10.2 30.10.26 31.1.31 

試験結果 3.2  1.3   0.84  2.0  

令和元年度 採取日 1.5.21 1.8.2 2.1.6 2.1.31 

試験結果 2.5  1.1  2.3  1.2  

令和2年度 採取日 2.6.18 2.8.27 2.11.12 3.1.25 

試験結果 1.1  2.0  2.2  2.2  

令和3年度 採取日 3.5.21 3.8.18   

試験結果 0.77  64.0    
 



 

  

 

イ 高濃度のダイオキシン類が検出された原因は、焼却炉に附属する熱分解装置内の温度制御用ヒーター電

力調整ユニット（サイリスタ）に不具合が発生したためであった。同設備については、直近では令和3年

1月に定期点検整備を行っており、特に異常は認められていなかった。 

【熱分解設備 点検整備報告書】 

実施年月：令和3年1月 

点検結果：加熱脱塩素化処理機のヒーターの点検について 

      「ヒーターをテスターにて欠相箇所が無いか点検しました。欠相箇所は無く、 

      全数の抵抗値が28MΩとバラツキもなく均等であることを確認しました。」 

ウ 環境清美工場の焼却炉は、ダイオキシン類対策特別措置法施行日の前日である平成12年1月14日まで

に設置された既設施設である。このため、発生したばいじんについて、セメント固化、薬剤処理又は酸抽

出処理を行っている限りにおいて、前述基準値の適用を直接的に受けることはないことから、環境清美工

場では薬剤処理を施した上で搬出していた。 

【ばいじん等の基準値について】 

 ダイオキシン類対策特別措置法第24条、平成12年厚生省令第1号 

新設施設に係る基準 既設施設に係る基準  

平成12年1月15日～ ～平成14年11月30日 平成14年12月1日～ 

3ng-TEQ/g 基準の適用猶予 3ng-TEQ/g（注） 

（注）セメント固化、薬剤処理又は酸抽出処理を行っているものについては、基準を適用しない。 

（平成15年環境省令第2号） 

エ 本件事案の発生により焼却炉の運転を緊急停止したため、環境清美工場に搬入されたごみの処理ができ

なくなり、貯留されたごみから著しい悪臭が発生していた。これにより近隣住民から多数の苦情が寄せら

れるとともに、病害虫の発生等による公衆衛生への影響が懸念される状態となっていた。 

オ 令和 3年 8月 30日にはごみピットが満杯となり、当日からプラットホームへのごみの貯留が開始され

ていた。 

カ 焼却処理が再開できなかった場合、市内全域から収集されるごみを工場内で貯留しきれなくなり、最悪

の場合、ごみの収集業務を停止せざるを得ない事態が想定される状況であった。 

キ 通常、市が競争入札を実施した場合、公告・質疑応答・審査・通知・入開札・契約等の手続におおむね

1か月半の時間を要する。 

ク 5号随契に関する法令規定及び市の運用方針は、次表のとおりである。 



 

  

 

【地方自治法施行令（抄）】 

第167条の2 地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げ

る場合とする。 

五 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。 

 

【奈良市随意契約ガイドライン（抄）】 

（5号関係） 

緊急の必要は、災害、事故等が原因で住民等の生命等に重大な影響を及ぼす場合に即座に対応しなけ

ればならない場合において認められる。予見不可能又は予見可能となったのがその発生の直前であった

故に、競争入札に付すことができない場合として、随意契約によることができる。 

[物品購入・業務委託等] 

緊急に調達しなければならない物品又は役務等について、競争入札に付する時間的な余裕がないと

き。 

（例1 災害） 災害の不測の事態により、住民の生命等の維持のため緊急に必要な物品等を調達する

とき。 

（例2 事故） システム障害等緊急に復旧しなければ、市民や市民生活に多大な損害や又は利便性の

低下が生じるとき。 

（例3 施設等の経年劣化） 応急処置等を講ずれば市民等の安全と入札執行までの時間を確保できる

場合を除き、住民等の生命（大けがを含む）に影響があるとき。例えば施設の定期点検により発見さ

れた経年劣化による故障等の修繕 

 

⑶ 本件委託契約の相手方の選定方法に不当な手続があったか否かについて確認した事実 

ア 本件委託契約に係る業務（以下「本件委託業務」という。）の遂行にあたっては、積込み・運搬・中間

処理・最終処分を一括して行える能力を有するとともに、これらの業務を総合的に、かつ、早急にマネ

ジメントできる組織力と調整力を有する事業者を選定する必要があった。加えて、自社及び提携会社と

の調整だけでなく、ごみを受け入れる他の自治体との調整を任せられるだけの能力を有していることも

事業者選定の要件であった。 

イ 特に今回の緊急事案を速やかに解決するため、直ちに人員及び運搬・作業車両等を準備でき、併せて

早急に作業計画を作成できる事業者の選定が急務であった。 

ウ 本件委託契約に係る受託事業者（以下「本件受託事業者」という。）は、他の自治体における災害廃棄

物の取扱いに関して豊富な実績があり、140 を超える自治体及び一部事務組合と災害廃棄物等の処理に

関する協定を締結するなど、前述の能力を有する希少な事業者として各自治体から認知されていた。 

【本件受託事業者に係る災害廃棄物処理実績】 

・対応事案：阪神・淡路大震災、紀伊半島水害、熊本大震災、西日本豪雨等 

・災害廃棄物等に関する協定：大阪府和泉市、兵庫県伊丹市、和歌山県御坊市、京都府木津川市、滋賀

県彦根市等、おおよそ140を超える自治体（一部事務組合を含む。）と協定を締結 

エ 本件受託事業者は、令和 2 年 10 月 1 日に市が締結した災害廃棄物等の処理に関する基本協定（以下

「基本協定」という。）の相手方であり、この基本協定において「災害廃棄物等」とは、「地震等災害の

発生により生じた廃棄物、並びに市および市の関連する一般廃棄物処理施設等が地震等災害または不測

の事態により停止した場合に処理が困難となった廃棄物」であると定義付けされている。 



 

  

 

【災害廃棄物等の処理に関する基本協定書（抄）】（「甲」は市、「乙」は事業者を指す。） 

第 1 条 本協定書は、奈良市内において不測の事態が発生した場合における災害廃棄物等の処理に関

し、甲が乙に協力を要請するに当たって必要な事項を定めるとともに、不測の事態に備えて日ごろか

ら甲乙間で情報共有を図っていくことを目的とする。尚、乙は必要に応じて大栄環境グループ各社、

並びに乙が指名する提携会社と協力して本協定書の実施に当たるものとする。 

第2条 本協定書において「災害廃棄物等」とは、地震等災害の発生により生じた廃棄物、並びに甲お

よび甲の関連する一般廃棄物処理施設等が地震等災害または不測の事態により停止した場合に処理

が困難となった廃棄物をいう。 

 

⑷ 本件委託契約の契約金額が不当に高額であったか否かについて確認した事実 

ア 本件委託業務については類似の業務が他に存在しない。このため本件受託事業者は、国土交通省が示

す「公共工事設計労務単価表」を参考にして人件費の契約単価を算出しており、市も同表に基づいて確認

作業を行った。 

イ 国土交通省が示す「公共工事設計労務単価表」に記載されている労務単価及び同省が公表している「建

設労働者等の雇用に伴う必要経費を含む金額の参考公表」を踏まえた人件費総額並びに本件委託契約に

係る人件費単価は次表のとおりであった。 

【職種ごとの人件費比較】 

単位：円/日（税抜き） 

職 

種 

国土交通省 運転手（特殊） 普通作業員 交通誘導警備員 

本件委託契約 重機オペレーター 作業員 車両管理誘導作業員 

公共工事設計労務単価 21,200 19,100 14,100 

公共工事設計労務単価 

＋必要経費 
29,800 26,900 19,800 

本件委託契約単価 24,000 21,000 21,000 

・表中の必要経費とは、その他人件費として認められている福利厚生費等（労務単価の23％）及び 

現場作業に係る経費（労務単価の18％）  

・当該経費は、公共工事設計において、共通仮設費や現場管理費等に算入される。 

ウ 重機オペレーターについては、ピット内で満杯となったごみを狭いゲートを通して引っ張り出すとい

う、通常では想定されない難易度の高い作業も行っていた。 

エ 車両管理誘導作業員については、枚方市東部清掃工場及びクリーンセンターかしはらでの搬入立会や

車両の高さ及び重量の管理、各施設との搬入スケジュールに関する連絡調整等を行っており、単なる交通

誘導作業のみを行っていたものではなかった。 

オ ごみの積込み運搬作業について、環境清美工場においてはパッカー車が次々と下ろすごみを順次重機

で積み込んでいたのに対し、木津川市石塚一般廃棄物積替基地においてはパッカー車からコンテナに直

接ごみを投入していたため、積込み作業を１台ごとに入れ替えながら行う必要があった。また、木津川市

石塚一般廃棄物積替基地については、もともと搬入台数自体が少なかったこともあり、一定量のごみが溜

まるまでの待機時間が環境清美工場よりも長くなっていた。このため、運搬車1台当たりの単価が割高と

なり、結果的に施設ごとの単価に差が生じていた。 



 

  

 

【10tコンテナ車運搬費比較】 

単位：円/台（税抜き） 

 
環境清美工場からクリーンセンターかしは

らまで 

木津川市石塚一般廃棄物積替基地からク

リーンセンターかしはらまで 

契約単価 26,500 30,000 
 

カ 本件委託業務で使用された主な重機の契約単価は、次表のとおりであった。一方、環境清美工場では、

他の業務に使用する類似重機に装着するアタッチメントのみのリース見積りを別会社に依頼しており、そ

の見積額は次表のとおりであった。 

【重機の契約単価（月額、税抜き）】 

0.45㎥バックホウ 

環境清美工場内 

0.7㎥バックホウ 

環境清美工場内 

0.45㎥バックホウ 

木津川市石塚一般廃棄

物積替基地内 

0.7㎥バックホウ 

奈良阪処分地内 

398,000円 476,000円 398,000円 435,000円 

 

【パワーショベル用アタッチメント賃貸借料 見積り（月額、税抜き）】 

0.45㎥クラス油圧パワーショベル用 

ストレンジャーバケット 

336,000円 
 

 

３ 監査委員の判断 

⑴ 本件委託契約の締結に当たり、5号随契を選択したことが、違法又は不当な行為に当たるか否かについて

の判断 

請求人は、市が以前から環境清美工場の排出するばいじん及び焼却灰に基準値を超えるダイオキシン類

が含まれていることを認識していたにもかかわらず、法の適用がないということから、基準値（3ng-TEQ/g）

以下に下げようという意識もなく、根本的な解決がなされない修理を漫然と継続していたと考えられ、今

回著しく高い値が示されたことについても予見不可能な事件ということはできないと主張している。また、

そもそも 5号随契の適用要件となる「緊急の必要により競争入札ができないとき」とは、天災地変等の予

見不可能な非常緊急の事態が発生したことにより競争入札に付するいとまがない場合であるとされている

ことから、本件委託契約については、予見可能であったという点で 5号随契の要件に該当せず、したがっ

て本件委託契約は、違法又は不当な契約に当たると主張している。 

このような主張を踏まえて監査委員は、本件委託契約を5号随契としたことの是非について検討し、次の

とおり判断した。 

環境清美工場では、事実関係⑵ウで確認したようにダイオキシン類の飛散・流出を防止するための措置

を講じていた。さらに、事実関係⑵アで確認したように、年に4回のダイオキシン類等の測定検査を行い、

過去 3年度間においておおむね基準値内の数値で推移していることを確認していた。また、事実関係⑵イ

で確認したように、環境清美工場では年に 1回、設備の定期点検整備を実施しており、直近の点検の際に

も異常がないことを確認していた。以上のように本件事案は、必要な措置を講じていたにもかかわらず発

生したものであり、市が本件事案の発生を予見することは困難であったと認められる。 



 

  

 

加えて、本件事案は事実関係⑵エ及びカにもあるように公衆衛生の維持を困難なものとし、市民の健康

を害するだけでなく、その生活にも重大な影響を及ぼすおそれがあった事案であり、直ちに解決のための

手段を講じる必要があった。このため、仮に競争入札の手続を採った場合、事実関係⑵キで確認したよう

におおむね 1か月半の時間が必要であったことを考えると、本件事案について競争入札の方法を採ること

はできなかったと考えられる。したがって本件事案を早期解決するために、5 号随契を締結したことは違

法又は不当とはいえない。 

 

⑵ 本件委託契約の相手方の選定方法に不当な手続があったか否かについての判断 

請求人は、市が相見積りの手続さえ行わず、大栄環境株式会社他 7社を選択していることを指摘した上

で、当初から大栄環境グループありきで事業者選定を進めたのではないかと主張している。その上で、そ

のような事業者の選定方法は、他の事業者の参入を疎外する不公平な方法であると述べている。 

このような主張を踏まえて監査委員は、事業者選定に係る手続の妥当性を検討し、次のとおり判断した。 

本件事案においては、事実関係⑵オで確認したように、令和3年8月30日には、収集されてきたごみが

ピット内で貯留しきれなくなり、プラットホームにまであふれだす状態となっていた。また、事実関係⑵

エのとおり、処理されず貯留されたごみから著しい悪臭が発生し、近隣住民から苦情が殺到していた。こ

のため、本件事案を速やかに解決する必要があったことから、事実関係⑶ア及びイにあるように、直ちに

人員及び運搬・作業車両等を準備でき、併せて早急に作業計画を作成できる事業者を選定することが急務

であったといえる。また、事業者の選定に当たっては、単に人員及び運搬・作業車両等を調達できるだけ

でなく、積込み・運搬・中間処理・最終処分を一括して行える能力を有するとともに、これらの業務を総

合的に、かつ、早急にマネジメントできる組織力と調整力を有する事業者を選定する必要があったと考え

られる。 

これに対して本件受託事業者は、事実関係⑶ウにあるように、これらの能力を有する希少な事業者とし

て各自治体から認知されている事業者であり、市においても事実関係⑶エのとおり、基本協定を締結して

いる事業者であった。 

基本協定には「『災害廃棄物等』とは、地震等災害の発生により生じた廃棄物、並びに市および市の関連

する一般廃棄物処理施設等が地震等災害または不測の事態により停止した場合に処理が困難となった廃棄

物をいう。」と定義付けされていることから、市は本件事案のような不測の事態に備えて基本協定を締結し

ていたものと考えられる。 

以上のことから、市が本件受託事業者を選定したことに不適切な点はなく、むしろ基本協定を締結して

いた事業者であったが故に、本件事案の解決までの時間を短縮できたともいえる。したがって本件委託契

約の相手方の選定に際して不当な手続があったとは認められない。 

 

⑶ 本件委託契約の契約金額が不当に高額であったか否かについての判断 

請求人は、市が本件委託契約の相手先として大栄環境株式会社他 7社を選択し、相見積りを徴求するこ

となく、また、他の参考金額（例えば、公共工事設計労務単価等）を参考にすることさえ行わず、契約相手

方の言いなりの金額で契約しているとし、その結果、本件委託契約の額が正当・公正な手続を行った場合

と比べて過大なものになったおそれがあると主張している。 

具体的には、本件委託契約における人件費単価が、重機オペレーター1日当たり24,000円、作業員1日

当たり21,000円、車両管理誘導作業員1日当たり21,000円と設定されているのに対し、公共工事設計労

務単価表ではそれぞれ1日当たり21,200円、19,100円、14,100円に設定されていることを指摘している。 



 

  

 

また、運搬費に関しても、例えば、環境清美工場からクリーンセンターかしはらまでと、木津川市石塚

一般廃棄物積替基地から同所までの運搬費が、それぞれ10ｔ車1台当たり26,500円と30,000円となって

いるが、両者の距離の差は 4㎞足らずであり、その単価設定について適切な検証が行われたのかどうか疑

問が残るとしている。さらに重機の単価等についても、同様に適切な精査が行われたのかどうか疑念を抱

かざるを得ないと述べている。 

このような主張を踏まえて監査委員は、本件委託契約の単価額の妥当性について検討し、次のように判

断した。 

人件費の考え方については、本件委託契約で求められる業務内容が「公共工事設計労務単価表」で想定

されている業務内容と異なるため、項目によっては同表の単価をそのまま当てはめることは適当でないと

考えられる。しかし、他に参考となる根拠がなかったため、本件受託事業者及び市は、事実関係⑷アで確

認したように、同表の単価を参考にしつつ総合的に判断して単価を設定したものと推察される。 

このため、本件委託契約の単価と「公共工事設計労務単価表」の単価を比較してみると、請求人が主張

するように、一見本件委託契約の単価の方が高額であるかに見える。しかし、事実関係⑷イのとおり、通

常、公共工事の設計を行う際は、その他人件費として福利厚生費等（労務単価の23％）や現場作業に係る

経費（労務単価の18％）を、共通仮設費や現場管理費、一般管理費等に算入することとされており、これ

らの経費を加えた人件費総額との比較においては、本件委託契約の単価の方がむしろ安価な設定になって

いたと考えられる。 

なお、車両管理誘導作業員の契約単価については、公共工事の人件費総額と比べても高額な設定となっ

ているが、これは、事実関係⑷エで確認したように、その業務内容が単なる交通誘導作業だけでなく、車

両の管理や搬入スケジュールの調整にまで及んでいたことを考えると、必ずしも妥当性を欠く設定とはい

えない。 

続いて、運搬及び重機の単価についても参考となる業務が存在しないため適正価格の検証が困難ではあ

るが、重機単価については、事実関係⑷カで確認したアタッチメントのみのリース料を参考にする限りに

おいては、比較的安価な設定であったと考えられる。また、環境清美工場と木津川市石塚一般廃棄物積替

基地で運搬費用が異なることについては、事実関係⑷オで確認したとおり、木津川市石塚一般廃棄物積替

基地の方が、待機時間が長かったことから単価に差が生じたものであり、特に不合理な点はないと考えら

れる。 

本件委託業務については、他に比較できる業務が存在せず、また、請求人が主張するように相見積りも

取られていないため、その契約単価が適正価格といえるかどうか断定できない面はある。しかし、これま

で検証したとおり、本件委託契約の単価は他の参考金額と比べて安価と考えられる部分もあることから、

本件委託契約が市に過大な負担を与えたおそれは低いと推察される。また、業務委託契約の締結に当たっ

ては、5 号随契を選択する限り相見積りを徴取する必要がないため、手続上においても不備があったとは

いえない。 

加えて、本件委託契約は、そもそも市民の健康や生活に重大な影響を及ぼすおそれのある緊急事案を速

やかに解決するために行われたものであり、その点から考えても今回設定された契約単価が不当に高額で

あったとは認められない。 

 

以上、⑴⑵⑶のとおり、本件住民監査請求には理由がないと判断し、主文のとおり決定する。 

 

 



 

  

 

第４ 個別外部監査契約に基づく監査の請求について 

請求人は、監査委員 4 名のうち 2 名は議会選出委員であり、同委員が本件委託契約にかかる補正予算案につい

て令和 3 年 9 月議会において賛成していることから、本件住民監査請求について公正・厳正な監査を期待するこ

とができないとし、個別外部監査契約に基づく監査を求めた。 

この請求に対して監査委員は、次のとおり判断した。 

監査委員には、常に公正不偏の態度を保持して監査を行う義務があるのであって、請求人の主張する理由をもっ

て本件住民監査請求の監査が公正・厳正に行えないと認めることはできない。したがって個別外部監査契約に基づ

く監査は行わないものと決定した。 

なお、地方自治法第199条の2の規定により、監査委員が監査執行上除斥されるのは、一身上に関する事件又は

従事する業務に直接の利害関係がある場合に限られることを申し添える。 

 


