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進む地下水利用 事業者名については答弁保留
水道事業会計予算審議で！

が必要であると解するのが相当であるとしてい
ます。（平成 31 年 3 月 14 日 大阪地裁）
市の見解は納得できません。
●専用水道の水道事業への影響
続いて専用水道の実態（H29 年度）ですが、

●専用水道事業者名公開せず
私は地下水を利用した専用水道について、平
成18 年から水道事業経営への影響などの問題
を指摘して来ました。今議会の予算委員会で
も質問しましたが、従来から答弁をいただい
ていました専用水道を利用する事業者名は、
法的問題がある可能性があるためとして答弁
しませんでした。その後弁護士と相談した結
果、事業者名を公開することにより、事業者
の正当な利益を害する恐れがあるから公開で
きないとの結論でした。
従来から公開していた情報がなぜ非公開とな
ったのかその理由は明らかでありませんが、
「事業者の正当な利益を害する恐れ」は単な
る恐れでは足りず、正当な利益を害するおそ
れが客観的に認められることを要するという
べきであり，上記おそれは，単なる確率的な
可能性では足りず，法的保護に値する蓋然性
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上表が専用水道を設置している 5 社の実績です。
専用水道の使用量は水道使用量の 4 倍にも達しま
す。これに伴う減収は約 7500 万円となり水道事
業に対する影響は少なくありません。
水資源のバックアップとして専用水の意義を否定
するものではありませんが、公共のものである
地下水を自分のためだけに本当に使っていいのか、
何らかの規制が必要ではないかということも私
は議論をしていかないといけないと思います。
例えば神戸市では、平成 23 年 10 月から、条例で
水道水を地下水など水道水以外の補給水として利
用することができる設備（地下水等併用水道）を
設置する、または設置している場合について、
・水道局への届出が必要
・水道水の水質の適正管理（＊）が必要
・地下水などの補給水として相応の水道水を希
望される場合は、負担金が必要
と定めています。参考になる事例と思います。
（＊）水道水の使用が極端に少ない時に（上表の
A 社など）水道水の滞留が起こり水質が悪化
する恐れがあるために行うものです。
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和泉市はH28年に「和泉市における女性職員の活躍の推
進に関する 特定事業主行動計画」を策定し、
平成 31年度までに、管理的地位にある職員に占める女
性職員（事務職・技術職） の割合を 20.0％以上にする
ため以下の施策を行っていますが、成果は不十分です。
・女性職員への職域を拡大し多様な職務機会を与え、
様々なポストへ積極的に配置し
・管理職になる自信を持つために必要なマネジメント能
力等を付与する研修の実施や紹介を行い
・係長級昇任試験合格後、出産や子育てなどの事情によ
り、すぐに昇任することを希望しない職員については、
合格後３年間まで昇任を保留することができる柔軟な

和泉市の女性管理職の割合
H30年度の女性管理職の割合は下表のようになります。
（内閣府市町村女性参画状況見える化マップより）
和泉市は全国レベルで大きく劣り、大阪府内でも下位に
位置しています。

対応を行う

昌子の日記＆予定
5/7 和泉中央駅会報配布
5/8 和泉中央駅会報配布、外部評価委員会傍聴
5/9-10 日本自治創造学会研究大会（in 東京）
5/16 談合訴訟（大阪地裁）
5/19 万葉バスツアー（奈良県三宅町へ）
5/20-21 市町村アカデミー議員研修会「住民とのコミ
ュニケーション～対話と発信力の向上～」
5/23 視察 埼玉県飯能市 タブレット端末の導入
5/24 視察 東京都青梅市 電子表決システムを活用し
た議会運営
5/25 高齢者をよくする会・大阪 2019 年度総会
5/27 和泉中央駅会報配布
5/28 和泉府中駅会報配布
5/29 市民派議員交流・学習会（in 西
宮市）
5/31 北信太駅会報配布

《事務所行事》いずれも小林昌子事務所で
連絡先 自宅 TEL 0725-54-2626
事務所 ＴＥＬ ０７２５－５３－４４５１
（事務所 緑ケ丘１－３－１５）

万葉講座（場所 緑ケ丘自治会館にて）
・講師 大高勇さん（全国万葉協会会員）
・開催時刻 13-15 時
・会費 年会費 3500 円
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・第 162 回（5/19 日） バス散策 済み
・第 163 回（6/8 土）
*トピックス 新元号「令和」の引用元となった
万葉集「梅花の歌」の序文
*万葉の動物たち ①魚貝類
・第 164 回（7/13 土） 万葉の動物たち①鳥類
パソコン講座
・第 2、第 4 週の火曜 10 時～12 時、
同じく
木曜 14 時～16 時
市政相談会（事前にご連絡下さい）
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０
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造園工事の指名競争入札で談合の疑い 大阪地裁住民訴訟係属中！

ろが入札に参加している「〇〇組合」の
平成 28 年度の落札率で落札率 93.9％が 5 件発
生しているが、自由な入札ではこのような同じ
会員間で談合が行われているとの
2 件の情
落札率が重なることは異常であり、仮にすべて
報があり、調査の結果、受注予定者があ
自 由 な 入 札 で あ れ ば 16 件 の 入 札 で 5 件 の
らかじめ合意され、入札参加者間で公正
93.9％の落札率が出る確率は、一定の前提（落
な競争が確保された場合に形成されたで
札率が
91%から 95％の間で等しく出現する）
あろう正常な落札価格と比較して不当に
を置けば大凡２千分の 1 で、これはありえず前
高い価格で落札がされ、市に損害を与え
記 95％ルールで談合が行われていることに疑い
た。として監査請求書を提出。
はない。
監査委員から 2 月 9 日請求が受理された旨
連絡がありました。
●くじを除く落札率が造園とその他の工事で大きく
住民監査請求とは
異なること
市民が、市長や市の職員による違法又は不
当な公金の支出、財産の管理、契約の締結
など財務会計上の違法があると考えるとき
に、監査委員に対し監査を求め、必要な措
置を請求する制度です。 住民監査請求の
目的は. 市の財政面における適正な運営と
住民全体の利益を守るためのものです。
個人の権利や利益の救済を図るものではあ
りません。

平成 28 年度を
例に検討

★訴訟の状況
・平成３０年４月２０日提訴
・現在第 7 回口頭弁論 係属中
★事案の概要
和泉市の造園工事の指名競争入札において、〇〇協同組合に属す
る業者内で談合を行い、自由な競争での落札価格を大きく上回る
価格で落札し、市に損害を与えたとしておこされた住民訴訟です。
★談合が疑われる理由
●くじでの入札が異常に低い

和泉市は予定価格と最低制限価格が公開されているから、落札
を目指して多くは最低制限価格で入札することになる。その結
果入札参加者の全てか又は多くが最低制限価格での入札となり、
くじで落札者を決めるのが一般的になっている。
ところが造園は極端にくじの比率が少ない結果となっており、
その原因は最低制限価格で入札する者がいない事が事前にわか
っている即ち談合が可能なからである。
●参加業者が等しく落札している事実

上表にあるように、造園業者がほぼ等しく落札しており、入札調整が
強く疑われる。その他の年度も同様である。
●6 件のくじの発生
上表で落札が多い中で 6 件のくじが発生しているが、その理由は談合
に参加しない業者（〇〇組合に属していない 3 社）のいずれかが入札
に参加しているため談合が不可能なためである。24～29 年度の 15
件のくじの入札には必ず談合に参加しない業者の入札がある。この 3
社が入札に参加した入札は全てくじでの入札となっている。市は入札
参加業者を事前に伝えていないというが、何らかの手段で談合に参加
しない業者が入札しているか否かを把握している可能性が大である。
（入札参加業者の情報が洩れている可能性も否定できない）
●落札率の特徴（95％ルール）
名古屋市発注の地下鉄工事をめぐる談合事件で、独禁法違反（不当な
取引制限）容疑で公正取引委員会の強制調査を受けた大林組などゼネ
コン各社が、「９５％ルール」という新手の手法で“談合隠し”をして
いた。受注予定会社以外は落札率（予定価格に対する落札額の割合）
が９５％以上になる金額で入札し、「本命」の受注予定会社は９５％
を切る金額で落札するというもの。
落札率が９５％を超えると一般的に談合が疑われるため、出来たのが
同ルールである。応札額を事前に詳細にすりあわさなくても落札でき
る仕組みで、談合を巧妙に隠ぺいするものである。
今回の造園の入札（くじでの落札を除く）はまさしくこの「 95％ル
ール」に則って行われており、24 年度から 29 年度全体でも 95％ル
ールを逸脱した入札は全体の 15％に過ぎない。
●異常な落札率の出現

造園と造園以外の落札率を調べたものが上図で
あるが、造園以外は 80-100%と大きくばらつい
ているのに比べ、造園は 92-95%に収斂し全く
異なった落札率となっている。これはは談合業
者間で上記の談合が行われている結果と考えら
れる。

●和泉市入札等監視委員会の議論
本件談合に関し、入札等監視委員会に談合情報
の通報があったが、委員会は匿名の情報である
としてまともな審議はなされていません。投書
が匿名であったとしても調査は可能であり、真
摯に調査すべきでした。
□市の損害額
違法な談合がなければ、最低制限価格での落札
となり、契約額と最低制限価格との差が損失と
なる。その額は 3177 万 900 円である。

