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造園工事の入札で談合が疑われている事件について住民
訴訟を提訴していますが、一審判決があり請求棄却原告
敗訴でした。現在控訴中ですがその後の状況を報告しま
す。
□談合が疑われる事実
●造園がくじでの落札が異常に少ない

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。その結果上表にあるように入札参加
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。

●落札率が特異な事
くじで落札が決まっている工事は、最低制限価格で
落札されるのが普通であるが、くじ以外で落札され
る工事（以下一者落札という）の落札率は、予定価

格から最低制限価格までバラついている。しかし造
園工事の落札は94％付近に収斂しており、特異な落
札率となっている。この原因は 95%ルールという
談合ルールが存在するためである。（下図参照）

<95％ルールとは＞
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

造園談合事件のその後（一審原告敗訴、控訴審11/27判決）
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隠ぺいするものである。
●和泉造園緑化協同組合の存在
入札が組合員のみの工事は全て一者落札であり、組合
員以外が入札に参加している時は全てくじ落札となっ
ている。このことはこの組合が談合組織として機能し
ている証左である。

□一審の判断（原告の請求棄却）
最低制限価格でのくじ落札が極端に少ない事、落札率
が94％近傍に収斂し、談合ルールに一定程度沿ってい
る等の造園の特異な事実は、原告が言う談合の存在に
整合的である。
しかしながら
造園工事の予定価格が低く、最低制限価格での入札で
は採算が合わないこと、一方談合すれば自由に落札価
格が決めれるのに、利益の出ない最低制限価格での落
札が複数件あること、95％ルールに反する入札も散見
されること、A等級で組合員以外の業者が登録されて
いる時期がある事
等の事実は、原告らが談合の存在を主張する事実は、
談合の結果により生じたものではないとの被告らの主
張に相当の裏付けがある。
として談合の存在は認められないと原告の請求を棄却
した。

□控訴審での原告の反論
●予定価格が低すぎるとの判断について
判決では造園の遊具の設計価格が低すぎ、結果的に予
定価格が低くなり最低制限価格で入札できないとして
いる。しかし被告が提出した3件の工事について遊具
の購入価格は設計価格を下回っており、遊具の設計価
格が低すぎる事実はなく、造園工事の予定価格が低す
ぎる事実もない。

●利益の少ない最低制限価格で落札している事実
談合とは落札予定者を予め決め、その他は落札の可能
性のない高価格で入札することを予め決定しておくこ
とであり、判決でいう2件の入札はいずれもこの条件
を満足しており、その点で談合は存在したといえる。
落札予定者がいかなる金額で入札するかは落札予定者
の裁量であり、種々の事情（例えば談合の存在を否定
するための偽装）で決定されるもので、最低制限価格
で落札したことが談合を否定するものではない。

●95ルールを逸脱する入札が散見されること
落札者が95％超えたケースはA等級は36件中０件、B
等級が39件中２件である。更に逸脱した２件も95％
の落札率で計算した応札額を、丸めた（切上げ）ため
95％超となったもので、実質的には逸脱していない。

●A等級に組合員以外の業者が格付けされている事
組合員の証人尋問で、組合員以外の業者が格付けされ
ている事を知らなかったと証言しており、談合に影響
はない。

□控訴審終結判決は11/27

□住民監査請求の効果
本件訴訟は結審しました。厳しい判決が予想されます
が、監査請求～住民訴訟を起こしたことにより、訴訟
とは別に入札方式の改善の成果が出ています。
市は入札形態について、通常型指名競争入札から公募
型指名競争入札への段階的移行を検討中であることが
わかりました。市の入札等監視委員会の議事録で以下
が議論されています。
「委員長～公募型に変えたことで入札事務の公正性、
透明性の向上が図れるとは具体的にどういう点か。
事務局～公募型はホームページに案件を公表し、入札
参加するか否かは業者側で判断する方法で、条件を満
たしていれば申請した全業者が参加できるものである。
発注に関しては一般競争入札が原則である。公募型は
指名競争入札ではあるが、業者側の意思で参加できる
ので限りなく一般競争入札に近いものとなっている。
運用は和泉市独自ではあるが、国通知においても、発
注者による恣意的な指名の懸念が指摘され、公募型を
積極活用するよう要請があることや、今回住民監査請
求を受けた中で制度改革が必要との考えから行ったも
のである。」

昌子の日記＆予定
10/1 本会議
10/6 和泉中央駅会報配布,あすの槇尾川を考える会
10/7 和泉中央駅会報配布
10/8 緑ケ丘女性消防はつが野中央消防署見学
10/12 本会議
10/14 子ども食堂
10/15 和泉中央駅会報配布
10/16 厚生文教委員会傍聴
10/19 都市環境委員会
10/20 和泉府中駅会報配布、総務企画委員会傍聴
10/21 光明池駅会報配布、議運傍聴
10/22 和泉府中駅会報配布
10/23 和泉中央駅会報配布
10/26 和泉中央駅会報配布
10/27 北信太駅会報配布、本会議
10/28 信太駅会報配布、本会議
10/29 本会議
10/30 本会議

《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）

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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東洋経済新報社に全国の財政健全度ランキングが掲載されていましたので紹介します。

このランキングは財政状況に関連
する 20 の指標を収支、弾力性、財
政力、財政基盤、将来負担の5つの
カテゴリーに分類し、それぞれの分野
での順位とそれらを総合した評価値を
財政健全度としてランキングしたもの
です。全国のベストテンは愛知県が
大部分を占め、自動車を筆頭に各
種産業が集積した結果です。
和泉市は全国で 433 位、大阪府内
では 21 位と悪化しています。高位
は北摂地域の自治体が占めており、
それに比べ近隣の岸和田市、高石
市、阪南市、泉南市、貝塚市はい
ずれも低迷しています。財政健全
度トップの茨木市は前回3位からの
躍進です。和泉市を全国でトップ
の刈谷市と府内のトップの茨木市
とを比較したのが左表です。都市
の成り立ちの違いなど構造的格差
がベースにありますが、課題も見
えてきます。
●圧倒的に違う税収
刈谷市の一人当たり税収額は和泉
市の２倍もあり（納税者一人当た
り所得は1.2倍）、この差は如何と
もしがたく、和泉市の経常収支比
率などの財政指標は大きく見劣り
します。刈谷市の交付税依存度は
マイナスで完全に借金に依存しな
い財政が確立しています。
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▼5つの観点と算出指標（全国 792市対象東京区部を除く）
■［収支］ ○実質収支比率 ○人口当たり財政調整基金残高 ○人口当たり歳入決算総額 ○人口当たり人件費・物件費歳出
■［弾力性］ ○経常収支比率 ○公債費負担比率 ○自主財源比率 〇義務的経費比率（対歳出総額）
■［財政力］ ○財政力指数 ○納税義務者一人当たり課税対象所得 ○人口ひとり当たり地方税収額 〇平均地価
■［財政基盤］ ○生産年齢人口比率 ○人口増加率 ○生産年齢人口当たり民営事業所数 〇事業所当たり売上金額
■［将来負担］ ○将来負担比率 〇人口当たり地方債残高 〇地方債依存度 〇実質公債費比率
▼評価方法 20の指標それぞれについて平均値を50とする偏差値を算出し、その平均を総合評価とした。同様に、収

支、弾力性、財政力、財政基盤、将来負担は、当該指標の偏差値を平均したもの。


