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平成３０年（行ウ）第６６号損害賠償請求事件（住民訴訟）

原告小林洋一外１名

被告禾ロ泉市長

害ゴモ彗二ヲ二Ｆ

平成３０年６月５日

大阪地方裁判所民事第７部合議１係御中

〒５４１－００５３大阪市中央区本町３丁目５番７号

御堂筋本町ピル２階（送達場所）
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第１請求の趣旨に対する答弁

１原告らの請求を棄却する。

２訴訟費用は原告らの負担とする。

との判決を求める。

第２請求の原因に対する認否

１「第１当事者」について

認める。

２「第２前提事実」について

被告が「造園工事を地方自治法第２３４条に定める指名競争入札に付し落札

者を決定し，工事請負契約を締結し，工事完工後請負費を支出している」との

事実及び「訴状添付別表１請求の相手方欄記載の相手方らは，『建設工事市内

・準市内登録業者』である」との事実は認め，その余は不知又は争う。

３「第３違法の理由（談合の認定)」について

（１）「基本的考え方」について

否認し，又は争う。

原告らが引用する東京高裁平成２３年３月２３Ｅ|判決も，「本件は，住民

が法と証拠に基づき地方公共団体の財政規律の是正を求めるという住民訴訟

本来の目的を有するものである。本件の対象は，公共工事の談合であるが，

公正取引委員会の審判手続による審決がされているものではなく，刑事手続

が先行しているものでもない。すなわち，本件においては，直接証拠はない。

そこで，住民である第一審原告らとしては，文字どおり徒手空拳の状態で資

料を収集。分析し，事実を推理して主張を展開し，裁判所の判断を求めるほ

かないのである。これは困難な作業であるが，第一審被告補助参加人らの立

場を考慮すると，本件要証事実についても，通常の民事訴訟と同じく，高度

の蓋然性が認められるレベルで証明されることが必要であり，証明度を軽減

することは相当とは解されない｡」として，要証事実の立証について，高度

２



の蓋然性が認められるレベルでの証明を要求している。

(2)「談合通報の存在」について

甲第６号証にあるメールの存在及び甲第７号証にある文書の存在は認め）

その余は不知又は争う。

(3)「落札の形態が造園工事とその他の工事で極端に異なる事」について

否認し，又は争う。

後述のとおり，造園工事は，③現場管理費及び④一般管理費等の割合が高

い上，職人の数が不足していることから，建築工事と異なり，原告らのいう

｢たたき合い」ができない工事である。

(4)「談合組織としての和泉造園緑化協同組合」について

不知又は争う。

(5)「造園工事での落札率の違い」について

造園工事のくじ落札の落札率は８５．６％で，１者落札の落札率は９３．

５％であることは認め，その余は否認し，又は争う。

他の工種の工事であっても，くじ落札の落札率と１者落札の落札率とで，

８％以上の乖離が発生することはあり得ることであって（例えば，平成２９

年度の「管」工事)，落札率７．９％の差は，有意な落札率の差とはいえな

い□

(6)「特異な落札率」について

造園工事の落札率が９２％～９５％付近であることは認め，その余は否認

し，又は争う。

後述のとおり，造園工事の場合，③現場管理費及び④一般管理費等の割合

が高い上，公共工事設計労務単価が著しく低下し，現場ではすべて経費とし

て計上することはできず，造園建設業者が工事利益を削って負担していると

いう実態が存在していることから，建築工事と異なり，原告らのいう「たた

き合い」ができない工事である。
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(7)「９５％ルールの存在」について

不知又は争う。

（８）「落札率９３．９％の意味」について

平成２８年度の造園工事において，落札率の小数第二位を四捨五入した結

果，落札率93.9％となった契約が５件存在していることは認め，その余は否

認し，又は争う。

（９）「小括」について

否認し，又は争う。

３「第４和泉市の損害について」

不知又は争う。

４「第５監査請求」について

認める。

５「第６結論」について

争う。

第３被告の主張

１入札談合を理由とする損害賠償請求の要件事実

（１）入札談合を理由とする損害賠償請求をする場合には，

①受注者において談合があったこと，

②これに基づく各工事業者の入札及び被告との契約締結が不法行為法上

違法の評価を受けるものであること，

③これにより被告に損害が発生したこと，

を主張し，立証しなければならない（最高裁判所第三小法廷平成１４年７月

１６日判決，民集５６巻６号１０４９頁)。

（２）原告らは，造園工事の落札率が９２％～９５％付近であること及び造園工

事のくじ落札の落札率は８５．６％で，１者落札の落札率は９３．５％であ

ることをもって，談合があったと主張するが，同主張は失当である。
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「落札率は，発注金額（落札金額）と個別の工事ごとに設定される予定価

格との割合であり，その値は，落札金額の高低のみならず予定価格の高低に

よっても影響を受けるものであるから，落札率が高いという事実のみによっ

て個別談合が成立した事実を椎認すること」はできない（東京地裁平成２３

年９月１３日，判例時報２１５６号７９頁)。

とりわけ，後述する造園工事の特殊性からすると，なおさら，落札率が高

いという事実のみによって談合が成立した事実を推認することはできない。

また，他の工種の工事であっても，くじ落札の落札率と１者落札の落札率

とで，８％以上の乖離が発生することはあり得ることであって（例えば，平

成２９年度の「管」工事)，落札率７．９％の差は，有意な落札率の差とは

いえない。

２造園エ事の特殊性

（１）設計金額の算定について

被告における設計金額の算定は，国。府が定める積算基準，一般財団法人

建設物価調査会の建設物価，一般財・団法人経済調査会の積算資料．，労務単価

等に基づき行っている。

その構成は次のとおりであり，①直接工事費，②共通鐡仮設費，③現場管理

費及び④一般管理費等の４つの費用から構成されている（公共建築工事積算

基準（乙第１号証)，公共建築工事共通費積算基準に第２号証))。

,工事価格,ｴ$"価鳳:薦
工事費

(設計金額） ④一般管理費等

消費税相当額

｢皮
、



①直接工事費

工事目的物を作るために直接必要とする費用で，直接仮設に要する費用

を含む。

材料価格及び機器類価格に個別の数量を乗じて算定される。
■

② 共通,仮設費

各工事種目に共通の仮設に要する費用であり’下記の費用からなる○

記

ｉ準備費

敷地測量，敷地整理，道路占有料’・仮設用借地料，その他の準備に

要する費用

ｉｉ仮設建物費

監理事務所，現場事務所，倉庫，下小屋，宿舎，作業員施設等に要

する費用

iii工事施設費

仮囲い，工事用道路，歩道構台，場内通信設備等の工事用施設に要

する費用

ｉｖ環境安全費

安全標識，消火設備等の施設の設置，安全管理・合図等の要員，隣

接物等の養生及び補償復旧に要する費用

ｖ動力用水光熱費

工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電

気．水道料金等

ｖｉ屋外整理清掃費

屋外及び敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等並び

に除雪に要する費用

vii機械器具費
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共通的な工事用機械器具（測量機器，揚重機械器具，雑機械器具）

に要する費用

ｖiiiその他

材料及び製品の品質管理試験に要する費用，その他上記のいずれの

項目にも属さない費用

③現場管理費

工事施工に当たり，工事現場を管理運営するために必要な費用で，共通

仮設費以外の費用であり，下記の費用からなる。

記

ｉ労務管理費

現場雇用労働者（各現場で元請企業が臨時に直接雇用する労働者）及

び現場労働者（再下請を含む下請負契約に基づき現場労働に従事する労

働者）の労務管理に要する費用

ｉｉ租税公課

工事契約書等の印紙代，申請書。膳抄本登記等の証紙代，固定資産税

・自動車税等の粗.税公課，諸官公署手続き費用

ｉｉｉ保険料

火災保険，工事保険，自動車保険，組立保険，賠償責任保険及び法定

外の労災保険の保険料

ｉｖ従業員給料手当

現場従業員（元請企業の社員）及び現場雇用労働者の給与，諸手当（交

通費，住宅手当等）及び賞与

ｖ施工図等作成費

施工図等を外注した場合の費用

ｖｉ退職金

現場従業員に対する退職給付引当金繰入額及び現場雇用労働者の退職
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金

vii法定福利費

現場従業員，現場雇用労働者及び現場労働者に関する次の費用

、現場従業員，現場雇用労働者に関する労災保険料蘂，雇用保険料，健

康保険料及び厚生年金鐡保険料の事業主負担額

、現場労働者に関する労災保険料の事業主負担額

・建設業退職金共済制度に基づく証紙購入代金

Viii福利厚生費

現場従業員に対する慰安，娯楽，厚生，貸与被服，健康診断，医療，

慶弔見舞等に要する費用

ｉＸ事務用品費

事務用消耗品費，○Ａ機器等の事務用備品費，新聞．図書．雑誌等の

購入費，工事写真代等の費用

ｘ通信交通費

通信費，旅費及び交通費

ｘｉ補償費

工事施工に伴って通常発生する騒音，振動，濁水，工事用車両の通行

等に対して’近隣の第三者に支払われる補償費。ただし，電波障害等に

関する補償費を除く。

xiiその他

会議費，式典費，工事実績の登録等に要する費用その他上記のいずれ

の項目にも属さない費用

④一般管理費等

工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用で，下記の費用からな

る。

記
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ｉ役員報酬等

取締役及び監査役に要する報iLilII及び賞与（損金算入分）

ｉｉ従業員給料手当

本店及び支店の従業員に対する給与，諸手当及び賞与（賞与引当金繰

入額を含む｡）

ｉｉｉ退職金

本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金（退職給与引当金繰入

額及び退職年金掛金を含む｡）

ｉｖ法定福利費

本店及び支店の従業員に関する労災保険料，雇用保険料，，健康保険料

及び厚生年金保険料の事業主負担額

ｖ福利厚生費

本店及び支店の従業員に対する慰安，娯楽，貸与被服，医療，慶弔見

舞等の福利厚生等に要する費用

Ｖｉ維持修繕費

建物，機械，装置等の修繕維持費，倉庫物品の管理費等

ｖｉｉ事務用品費

事務用消耗品費，固定資産に計上しない事務用備品，新聞参考図書等

の購入費

Ｖｉｉｉ通信交通費

通信費，旅費及び交通費

以下省略

(2)③現場管理費及び④一般管理費について

工事費のうち①直接工事費及び②共通仮設費については，その内訳が，材料

購入費等から構成されており，コスト調整が可能な部分である。

これに対して，工事費のうち③現場管理費及び④＿般管理費については，そ
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の内訳が，労務管理費や租税公課，′保険料及び従業員給料手当等であり，材料

購入等とは異なりコスト調整が困難な費用である。

そのため，設計金額に対し，現場管理費及び一般管理費の占める割合が高け

れば高いほど，コスト調整ができる金額が少なくなる。

(3)造園における現場管理費及び一般管理費の害I|合について

和泉市で平成２９年度に発注した工事について，現場管理費が設計金額に占

める割合を工種ごとにまとめたものが下記の表（工種別設計金額の内訳（平成

２９年度）である。

記

一般管理費 ,備考直接工事蝿 共通仮設機 現場職埋洩 計

(抽出件数）

土木 100.0％57.6％ 7.6％ １９．５％ １５．２％ 2９

建築 72.2％ １２．７％5.8％ 9.3％ １００．０％ 2０

電気 １００．０％70.5％ ２．１％ １３．１％１４．３％ 2６

管 2.2％ １１．９％ 100.0％73.1％ １２．８％ 3０

造園 24.0％53.9％ 6.0％ １６２％ 100.0％ 1３

舗装 100.0％52.2％ 8.4％ ２３．０％ １６．３％ 1５

その他 73.8％ 3.7％ ９．０％ １３．５％ 100.0％ ５

上記のとおり，造園工事においては，現場管理費及び一般管理費が設計金額

に占める割合が40.2％であり，建築工事の22％に比べて，大きな値となってい

る。

加えて，造園工事の場合，「公共工事設計労務単価が著しく低下し，現場で

はすべて経費として計上することはできない。そのため造園建設業者が工事利

益を削って負担することになる。」（高畑洋平ほか「造園建設業者の経営実態

と課題」（乙第３号証)）という実態が存在している。

１０

直接工事澱 共通仮設饗 現場櫛理賀 一般管理費 計 備考

(抽出件数）

土木 57.6％ 7.6％ １９．５％ １５．２％ 100.0％ 2９

建築 72.2％ 5.8％ 9.3％ 2.7％ 00.0％ 2０

電気 70.5％ 2.1％ 14.3％ ３．１％ 0ｑ０％ 2６

管 73.1％ 2.2％ １２．８％ １．９％ 00.0％ 3０

造園 53.9％ 6.0％ 24.0％ ６２％ ００．０％ 1３

舗装 52.2％ 8.4％ 23.0％ 6.3％ 00.0％ 1５

その他 73.8％ ３７％ 9.0％ １３．５％ 100.0％ ６



現に平成２８年度の造園工の労務単`価は１万８５００円であるところ，普通

作業員の労務単価（１万７８００円）の約１．０４倍にとどまっており（乙第

４号証)，平成１３年度の造園工の労務単価（１万７８００円）が普通作業員

の労務単価（１万４４００円）の約１．２４倍である（乙第４号証）ことと比

較しても,造園工の公共工事設計労務単価が低下していることは明らかである。

以上のとおり，現場管理費が設計金額に占める割合が他工種（とりわけ，建

築工事）に比べて大きいこと，公共工事設計労務単価が著しく低下しているこ

とが，造園工事の落札率が他工種に比べて高くなっている要因といえる。

３予備的主張に対する反論

独禁法違反の行為によって自己の法的利益を害されたことを理由とする不法

行為に基づく損害賠償請求権の不行使について，「地方公共団体の長が債権の

存在をおよそ認識し得ないような場合にまでその行使を義務付けることはでき

ない上，不法行為に基づく損害賠償請求権は，債権の存否自体が必ずしも明ら

かではない場合が多いことからすると，その不行使が違法な怠る事実に当たる

というためには，少なくとも，客観的に見て不法行為の成立を認定するに足り

る証拠資料を地方公共団体の長が入手し，又は入手し得たことを要するものと

いうべきである」（最高裁判所第三小法廷平成２１年４月２８日判決，集民２

３０号６０９頁)。

本件においては，和泉市長は，客観的に見て，「①受注者において談合があ

ったこと，②これに基づく各工事業者の入札及び被告との契約締結が不法行為

法上違法の評価を受けるものであること，③これにより被告に損害が発生した

こと」を認定するに足りる証拠資料を入手し，又は入手し得たとはいえず，そ

れゆえ，和泉市長の損害賠償請求権の不行使は，違法な「怠る事実」に該たら

ない。

以上
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