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ま え が き 
 

 龍ケ崎市官製談合再発防止対策検討委員会は，令和３年４月１９日に第１回委員会を開

催して以降，これまでに合計４回の委員会を開催しました。 

 第１回委員会では，委員会として取り組む事項を明示し，類似の事件があった自治体の

例を参考としてスケジュールを立て，以降，さまざまな事項を調査し，検討してまいりま

した。 

 このたびの龍ケ崎市における官製談合防止法違反事件については，関係者の逮捕，起訴

など，しばらくの間，マスコミ報道以上の情報収集が難しい状況が続きました。 

 ようやく事件の概要を，市や当委員会が自ら収集し知ることができたのは，元社会福祉

協議会理事，元契約検査課長の公判が行われた５月末から，両者への判決が下された６月

末にかけてのことでした。 

 その間も，当委員会においては，龍ケ崎市の契約手続き制度やその運用状況を調査した

ほか，事件に関しての職員を対象としたアンケート実施に向けた設問の検討，早急に実施

が必要と判断した職員研修の実施など，現時点でできることを中心に作業を進めてまいり

ました。 

 事件に関する調査報告などをとりまとめる時期としては，当初のスケジュール通り１２

月を目標としておりますが，第４回委員会を終えた時点での経過等を本報告書にまとめ，

市長をはじめ議会，市民の皆様に明らかにする必要があると考え，１０月に予定していた

中間報告を前倒しした形で報告を行いたいと考えております。 

 そのうえで，当委員会が市に求める事項については，その趣旨を十分に理解し，具体的

に作業を進めるよう申し入れるところです。 

一方で，我々が実施した職員アンケートや業者アンケートとは，７月中にようやくとり

まとめが完了したところであり，その分析等はこれから取り掛かる状況です。これらの分

析結果を待たず，拙速な再発防止対策の提示などは行わないよう求めます。 

 

   令和３年９月  

龍ケ崎市官製談合再発防止対策検討委員会 

                           委員長  明石 順一 

                           副委員長 前田 聡 

                           委員   唐津 悠輔 

                           委員   高橋 昌彦 

                           委員   隅谷 史人 
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１ これまでの経過 

  

期 日 内  容 

３月２３日 龍ケ崎市官製談合再発防止対策検討委員会設置規程公布 

３月２４日 副市長，社会福祉協議会理事の両名の起訴 

契約検査課長の起訴，牛久沼プロジェクト課長の略式起訴 

４月９日 市議会全員協議会開催（設置される官製談合再発防止対策検討委

員会の概要及び準備の進捗状況を報告） 

４月１９日 第１回委員会開催 

４月２４日 社会福祉協議会理事公判(→傍聴のため職員派遣) 

４月２５日 元契約検査課長公判(→傍聴のため職員派遣) 

５月２４日 第２回委員会開催 

６月２２日 市職員に対するアンケート調査（６月２２日から７月９日まで） 

６月２４日 元契約検査課長判決(→傍聴のため職員派遣) 

６月２５日 第３回委員会開催 

６月２８日 元社会福祉協議会理事判決(→傍聴のため職員派遣) 

７月 ５日 市内事業者に対するアンケート調査（７月５日から１６日まで） 

７月３０日 第４回委員会開催 

８月１２日 刑事記録閲覧（８月１２，１３日） 

 

２ 委員会が取り組んだ事項 

 

（１）第１回委員会 

 

  今後取り組む事項として次の３つを掲げた。 

 

   ①市職員に対する契約等に関するアンケート 

   ②市職員に対する聴き取り調査 

   ③契約制度運用の検証と見直し（近隣自治体における制度との比較などを通して） 

 

  上記の事項に取り組んだうえで，調査結果や再発防止対策を盛り込んだ調査報告書を

作成し，市民に公表することを前提に市に提出することとした。 

  なお，今後の委員会については，原則として月１回開催し，開催に際しては，関係者

の公判の進捗などを見据えながら委員会としての取組を行うこととした。 

  このため，比較的早期に取り組むことができる事項から着手し，作業を進めることを

確認した。 

 

（２）第２回委員会 

 

  議事 ①当市と県内市町村の建設工事に係る契約制度の比較 

     ②市職員を対象としたアンケートについて 

     ③「契約の手引き（コンプライアンス編）」の作成について 

     ④市職員を対象とする聴き取り調査について 
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     ⑤ネットワーク上における管理職等の権限について 

     ⑥公正取引委員会に対する職員向け研修の依頼について 

  

 協議の要旨 

   ①当市と県内市町村の建設工事に係る契約制度の比較 

     国土交通省が実施，公表している『「公共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律」第１９条の規定に基づく入札・契約手続きに関する実態調査』を

もとに，当市と県内市町村の建設工事に係る契約制度を比較。 

     一般競争入札の活用状況，低入札価格調査制度の導入・運用状況，最低制限価

格制度の導入・運用状況，令和元年度平均落札率，予定価格の公表時期，第三者

委員会（入札監視委員会）の設置状況，契約担当部署の独立等について，契約検

査課から説明を受けた。 

     このうち，他自治体における第三者委員会（入札監視委員会）の設置状況につ

いては，ワーキングチームで調査を行うよう委員会から市に要請。 

   

   ②市職員を対象とするアンケートについて 

     今回の官製談合防止法違反事件に関連して，市職員を対象とするアンケートを

実施するため，事前に準備した案をもとに設問等を精査し，修正・加筆について

の検討を行った。その結果をアンケートに反映したうえで，６月中に実施するこ

とに決定。 

 

   ③「契約の手引き（コンプライアンス編）」の作成について 

     市職員が契約事務を行うにあたって活用している「契約の手引き」について

は，契約事務の手順や契約金額に応じた決裁区分等が記載されているが，契約事

務上のコンプライアンス（法令遵守）に関しての記述がないため，事務局から

「（仮称）契約事務の手引き（コンプライアンス編）」をワーキングチームで作成

することが提案された。 

     これに対し，委員会は編集着手を了承。内容等については，完成後，委員会に

提出し，委員の意見を聴取のうえ完成させることとした。 

 

   ④市職員を対象とする聴き取り調査について 

     （他の議事にかかる協議に時間を要したため，次回委員会に持ち越し） 

 

   ⑤ネットワーク上における管理職等の権限について 

     市職員が庁舎内で使用するネットワークにおけるファイルサーバーは，各課等

のフォルダ及び個人用のドキュメントで構成されていること，各課等のフォルダ

に対しての特別職，部長，課長等のアクセス権限について，情報管理課から説明

を受けた。 

     このうち，市長の端末についてはファイルサーバーの割当がなく，副市長の端

末については，個人用のファイルサーバーの割当があること，各課等のフォルダ

へはアクセスできない形となっていることなどが説明され，契約検査課がフォル

ダに保管する契約に係る秘密事項を見ることができないことが報告された。 
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   ⑥公正取引委員会に対する職員向け研修の依頼について 

     公正取引委員会による官製談合防止に関するプログラムの一つとして自治体に

講師を派遣するものがあるため，これを要請し，実施したい旨が事務局から提案

された。官製談合再発防止対策検討委員会主催の形で実施する方向で了承され

た。日程は，今後，公正取引委員会と調整することとなった。 

 

（３）第３回委員会 

 

  議事 ①市職員を対象とするアンケートの進捗状況について（報告） 

     ②県内自治体における契約等監視委員会の設置状況調査について（報告） 

     ③職員向け研修の実施要領・日程について（報告） 

     ④市職員を対象とする聴き取り調査について 

  追加議事 

     ⑤業者に対するアンケートの実施について 

 

  協議の要旨 
 

①市職員を対象とするアンケートの進捗状況について 

６月２２日から「いばらき電子申請・届出サービス」を利用してのアンケート調査を

開始した旨を事務局から報告。７月９日までの期間で実施し，その後，回答結果をまと

めたうえで次回委員会までに委員に提示することで委員の了解を得た。 

また，６月２５日現在で，対象職員等４３１名のところ２１２名の回答があったこと

を報告。 

 

②県内自治体における契約等監視委員会の設置状況調査について 

  ア.事務局，契約検査課からの報告 

事務局から，調査の結果，茨城県内４４市町村のうち１０市が設置していることが

分かったことを報告。契約等監視委員会を設置している各市における規定，委員数，

任期，委員の職種，所管課，会議の開催数，審議対象の抽出方法，審議件数等を説明。 

    契約検査課から，前回の委員会において，委員から発注済みの契約を審議するの

ではなく，入札前の契約案件を審議することができないかとの意見があったことか

ら，調査を行ったがそのような審議を実施している自治体の例は見られなかったこ

とを報告。 

    入札前に設計図書や工事内訳書等の契約関係書類を提出するとなると，予定価格

や低入札基準価格等が推測されるおそれがあること，さらに落札後であっても設計

金額の算出根拠である工事内訳書は，情報公開請求があっても公開していないこと

（ただし，工事が完了した後であれば開示が可能であること）などを説明。 

  

イ.委員の意見・質疑等（抜粋） 

   ａ 契約等監視委員会を設置している市における同委員会の設置目的は？ 

    →《事務局回答》 

 例として，水戸市では，入札前の過程及び契約の内容に関することを審議，土浦

では，入札及び契約手続きの運用状況等についての報告を受けること，委員会が審

査対象として抽出した契約のうち，一般競争入札に係る入札参加資格の設定経緯，
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指名競争入札に係る指名の経緯，又は随意契約とした理由等について審議を行って

いることを説明。 

     また，条例等の規定としては，公正な競争の促進，入札及び契約手続きにおけ

る公正性の確保及び透明性の向上を図るためなどの目的が一般的であることを説

明。 

 

   ｂ 契約等監視委員会の設置は，談合やカルテル等の防止を目的としているのでは

なく，契約事務や入札事務に漏れや改善点がないかのチェックが主眼であり，官

製談合再発防止対策検討委員会が目的としている談合の再発防止という点では，

一般的に行われている契約等監視委員会の組織・形態では機能しないのではない

か。やはり，再発防止，不正の調査をするとなると，相当な権限や時間が必要と

なる。特別にそのような組織を設けないかぎりは対応が難しい。 

 

   ｃ つくば市の例を見ると，公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

の趣旨を踏まえての設置となっている。同法律を見ると，公共工事の入札及び契

約の適正化を目的としており，つくば市では，これに関連して情報の公表，不正

行為等に対する措置等を講じることなどを目的として設置されている。 

     つくば市の場合，７件の契約について３時間半ほどの時間をかけて審議してお

り，それ以上の件数を審議することは難しく，制度的には限界があると思われる。 

     契約等監視委員会を設置することの大きなメリットは，自治体が行う契約に関

し，アカウンタブル（説明する義務，責任）な状態になっているかが非常に重要

な機能としてある。 

     これらを踏まえると，契約等監視委員会を導入することに意味はあると言える。

ただし，これを（官製談合防止策の）メインに据えるものではないと考える。 

 

   ｄ 契約検査課の説明では事前の審査は難しいということでした。おそらく重要な

契約を締結しょうとする前には，内部で契約の内容等について審査されると思う。

（→龍ケ崎市契約事務等に関する規程による契約審査会のこと） 

     契約前に審査する機関として随意契約審査会を設けているところがある。これ

は事前の審査である。事前の公開ができない情報があるので，事前審査は難しい

ということであるが，実際に契約前に事前審査が行われているので，必ずしも他

市の契約監視委員会が行っていることを同じようにやるというのではなく，現在

は市内部の方だけで行っている指名業者の選定について，第三者を入れるという

ことを考えてみてもよいと思う。 

 

   ｅ 事務局として考えられる方策としては，契約等監視委員会の設置に加え，公益

通報制度の見直しということで話があったが，そもそも今回の事件は，入札に係

る機密情報の漏洩と業者による談合という２つの事件の複合だと思う。このうち，

機密情報の漏洩は，はっきり言えば「持ち出し」であって，第三者が外部から不

正アクセス，あるいは市役所に侵入して情報を盗み出したのではなく，職員等が

立場，権限を利用して情報を持ち出させたということになる。 

     いずれも入札や契約手続の不備，運用の不適切に起因するものではないことか

ら，再発防止対策として当委員会が検討すべきは，業者による談合への対策だと
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考える。業者の行動自体を直接，市がコントロールすることはできないので，談

合が行われにくい環境をどう構築していくかということになろう。切り口の一つ

として，指名制度の見直しなどが出てくる。 

     もう一つは，本日の議事にある職員研修とも関連する情報の持ち出し対策であ

る。今回の事件は，立場と権限を利用したもので，情報セキュリティに関する統

制を飛び越えたところでの情報の持ち出しとその指示ということになる。 

     やはり，内外からの圧力，誘惑，誘因に対して抵抗するという意識，職員倫理

の向上に軸足を置き，これが眼目となる。そして，職員倫理の向上と保持を保障

するものとして，公益通報制度をどう導入していくか，あるいはどう担保するか

が議題になってくると思う。 

 

   ｆ （入札・契約に関する）情報の管理については，誰が施錠したのか,誰が開錠し

たのか記録が取れるシステムを導入したほうがよいと考えるので，検討していた

だきたい。物理的なものなので，番号を知っている人であれば誰でもアクセスで

きる場合，誰が開錠したのか分からない状態では，誰が持ち出し等を行ったのか

判別できない。契約システムの端末が３台用意されているということだが，可能

であれば監視カメラを置いて，誰が，どれくらいアクセスしているのかが分かる

ような状態にすることを検討されたい。 

 

   ｇ さきほどの契約等監視委員会の話もそうだが，まだ事実関係が明らかでない。

物理的な情報の持ち出し，漏えいが意図的になされた背景は，（契約）制度の問題

があるのではなく，一部の影響力を有する方の指示に抗うことができなかったと

いった制度外のところに問題があると思われる。契約等監視委員会をきちんと設

置したから防げたということでは必ずしもないのではと考える。当市では，もと

もと監査委員の制度を設けており，少なくとも第三者の目が事後的ではあるが，

入っているということもあり，仮に，契約等監視委員会を設置するとなると，既

存の制度との関係も問題になると思う。 

    話は前後するが，物理的に漏えいができない監視の体制を作ることは必要と考え

る。 

 

   ｈ （委員長）情報セキュリティを図るために，誰がアクセスしたか記録が残るシ

ステムの導入や監視カメラの設置等についてはワーキングチームで検討してもら

うこととする。 

契約等監視委員会の設置については，今回起こった事件と同種の事件を再発させ

ないための委員会というよりは，広く官製談合という行為を起こさせないようにす

るための委員会であると考える。 

 

   ｉ 契約等監視委員会について，具体にどのようなものを作るかについては，時間

的な制約があって委員会で検討するのは難しいのではないか。設置を検討しては

どうかという提言はあってもよいと思う。 

 

   ｊ （委員長）契約等監視委員会については，ワーキングチームで案を作成してい

ただき，その案を見たうえで，議論，議事に加えるかどうか再度検討することと
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したい。 

 

③職員向け研修の実施要項・日程について 

ア.契約検査課から報告 

    前回委員会で実施を決定した官製談合再発防止職員研修会については，実施計画

書に基づき，８月４日に公正取引委員会から講師を派遣していただいて開催する日

程となった。今回の官製談合防止法違反事件を受けて，職員のコンプライアンス意

識並びに未然防止に関する知識の向上を図ることで，官製談合の再発を防止する目

的での実施となる。 

    課長級以上の職員は，公正取引委員会から派遣された講師から直接講義を受ける

こととなった。課長補佐以下の職員３５７名については，公正取引委員会が提供す

るＷｅｂ研修をメインとし，課長級以上の研修を撮影した動画を視聴する方法で１

３回に分けて行う。 

   研修後は，職員の意識の向上の度合い等を測るようなアンケートを実施する方向。 

 

イ.委員の意見・質疑等（抜粋） 

  ａ 部長・課長級の職員と課長補佐以下の職員で内容を分けた理由は何か。 

  →《契約検査課回答》 

    分けた理由としては，まず幹部職員に濃い中身の研修を受けてもらうというこ

とを前提としているが，コロナウイルス感染症対策の面で，１００人以上の職員

が一堂に会する研修は実施が難しい。このため，課長補佐以下についてはＷｅｂ

研修とした。 

 

  ｂ 研修後のアンケートの具体な内容で紹介できるところがあったら教示願いたい。 

   →《契約検査課回答》 

    詳細な検討はまだ行っていない。公正取引委員会が行うアンケートがあるが，

それらは内容の理解度を確かめるような項目がベースになっている。職員のコン

プライアンス意識が高まったかどうかを捉えられるアンケートとしたい。 

 

  ｃ 意味のある研修でなければならない。職員の態度の変容を求めるというのは，教

育学的にも非常に難しいと言われている。このようなことから，研修を実施した際

には，最後にアンケートを設定していただく必要があると思う。 

 

   ｄ 職員のコンプライアンス意識と被るが，職業倫理の向上を図っていく必要があ

るのではないかと思う。あとは，職業倫理を保持してもらい，それを担保するた

めの手段として公益通報制度についての見直しが絡む。公益通報制度の運用見直

しを実効性のあるものとするためにも，職業倫理の維持，向上をしていく必要が

あると思うが，そのあたりに重点を置いて研修の中身を設計されているのか。 

今回の事件の本質として，内部でいろいろな誘惑，圧力に屈してしまったと

ころにある。内外からの様々な誘因や圧力に屈しないような高い職業倫理感を

持っていただくことが理想であるので，今回の研修で盛り込まれないのであれ

ば，別途そうした研修プログラムを組む必要があるのではないか。 

曖昧ではあるが，コンプライアンス意識と職業倫理は似て非なる部分があ
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る。極論すると，コンプライアンスというのは法律を守っていればよいという

ことになりかねない。職業倫理は，その上を行く意識なので，その点をよく理

解いただいたうえで研修を組んでいただきたい。 

一番良い研修は，今回の事件のケーススタディをすることではないかと思

う。一応提案させていただく。 

 →《契約検査課回答》 

     今回の研修は，基本的には独占禁止法から始まり，入札談合等関与行為防止法

における規制，行政上の措置，入札談合関与行為の背景，要因等が研修の中身に

なっており，職業倫理の内容は入っていない。 

   →《人事課回答》 

     内部の委員会になるが，５月１日にコンプライアンス推進委員会を設置し，７

月１５日にようやく第１回委員会を開催する運び。コンプライアンス全般にかか

る研修や対応をどうするか今後検討していきたい。 

   →《事務局回答》 

     職階に応じた研修はあるが，職業倫理や法令遵守を問うような研修はこれまで

多くはなかった。本委員会の提言を受けて，来年，再来年と続けていける内容を

検討していきたい。 

 

   →（委員長）ただいまの事務局の説明や委員からの意見をいただきましたので，そ

れらを踏まえて最終的な報告書に委員会の案としてまとめていきたい。 

 

④市職員を対象とする聴き取り調査について 

ア.事務局からの説明 

  市職員を対象とする聴き取り調査について，対象者，実施方法，実施時期について 

の案を説明。 

 

イ.委員の意見・質疑等（抜粋） 

  ａ 聴き取り調査の対象者は何人ぐらいとなるのか。 

   →《事務局回答》 

 令和２年１２月時点での各部の部長，契約検査課長，情報漏えいの対象となっ

た事業（契約）の所管である６つの課の各課長，課長補佐，担当職員のほか，元

副市長，元牛久沼プロジェクト課長，元社会福祉協議会理事など，３０人前後が

対象となる。 

 

ｂ 聴き取り調査を行う対象者によって，聞くべきこと，あるいは対象者が持ってい

る情報が異なると思うので，聴き取り調査の項目，内容については，事前に綿密な

打合せが必要であると考える。そのための時間を確保するため，依頼をかけて出欠

席をなるべく早くまとめ，聴き取りが可能な方のリストアップを行い，それらの方

に何を聞くか，聴き取りを担当する委員で打合せをしなければいけないと思う。そ

のうえで，必要な時間をどう確保するかが課題になってくる。 

 

   ｃ （委員長）聴き取り対象者については，事務局提案のとおり約３０名とし，職

員対象のアンケート調査結果を受けて，必要がある場合は追加を検討することと
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したい。 

     次に，聞き取り調査の実施方法については２案が提示されているが，その違い

は，委員全員で聞き取り調査を行う方法と，対象者によって委員全員が聞き取り

を行う場合と委員２名程度で手分けをして聴き取り調査を行う方法の組み合わせ

ということだが，委員２人程度で手分けをして行うという選択肢を考えた理由は

何か。 

    →《事務局回答》 

     本来は，委員全員で対象者から聴き取り調査を行う方が共通認識という面で良

いと考えるが，対象者数が多いことから，委員全員が揃う日程調整が困難となる

ことが想定される。いくつか日程案を出させていただいて，都合が良い委員２名

または３名が揃えば，その組み合わせで聴き取りを行うという案。 

 

   ｄ 聴き取り対象候補となっている情報漏えい等に関与した職員等，各部長，契約

検査課職員については，１人ずつ聞くのは当然と思うが，情報漏えいの対象とな

った事業（契約）所管課の職員は，一括して３人（課長，課長補佐，担当）から同

時に話をうかがうということか。 

    →《事務局回答》 

     ３人が一緒に聴き取りを受けるのではなく，一人ずつ話を聞かせてもらう方法

を想定。 

 

ｅ 質問事項については，やはり相手ごとに詰めるべきだと思う。情報漏えい等に関

与した職員等と，機密情報に関与していないが，一般的に不正な働きかけがあった

かどうかを中心に聴き取るようになる事業所管課の職員については，質問事項が若

干異なるよう思われる。そのようなことから，どの順番で聴き取りを行うのか議論

したほうがよいと思う。 

    →《事務局回答》 

     報告が遅れたが，元副市長については未だ公判が行われておらず，今後の予定

等についても情報が入っていない状況である。判決が出ていないなかでの聴き取

り調査の依頼は難しいものと思われる。 

 

   ｆ （委員長）ただいまの委員のご意見に関わることで，元契約検査課長の裁判に

関しては，控訴されれば，さらに時間を要することになり，判決を待つとなると

時間が経過してしまう。これらの記録を見て質問事項を考えるのは当然のことと

思うが，時間的な制約からすると，それを待たずに聴き取り調査を実施したほう

がよいと考える。 

 

ｇ 委員長の説明を踏まえ，聴き取り対象候補となっている情報漏えい等に関与した

職員等については，記録等の入手を待つと時間切れになるおそれがあるため，各部

長，契約検査課職員，情報漏えいの対象となった事業（契約）所管課の職員を先に

実施する。情報漏えい等に関与した職員等については，協力を拒否されるように思

うが，記録の入手をぎりぎりまで待って聴き取り調査を実施するということでどう

か。 
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ｈ （委員長）委員の皆さんからの異議がないようなので，聴き取り調査の対象者及

びその順序は，ただいまのとおり実施することとする。 

     次に，各部長，契約検査課職員，情報漏えいの対象となった事業（契約）所管

課の職員に対する質問事項を検討したい。 

 

ｉ 基本的には，今回の事件に即した形で質問をしていくということでよいか。 

 

ｊ （委員長）私はそのように認識している。委員の皆さんの認識も同様である。 

    聴き取り調査に関連して，アンケート調査の集計結果はいつごろ出るのか。 

    →《事務局回答》 

     回答締切を７月９日としている。ＣＳＶで細かい字になってしまうが，それで

よろしければ，速やかに見ていただくことはできる。 

 

ｋ （委員長）早めに見たいと考えているので，そのような形で提出してほしい。聞

き取り調査における質問事項については，次回の委員会で検討することとしたい。 

    →《事務局回答》 

     アンケート（ＣＳＶ形式のもの）は郵送で送りたい。 

     聴き取り調査における質問事項については，事務局案も作ってみたいが，各委

員からも案をいただきたいので，事務局へメールで送信願いたい。 

 

   ｌ （委員長）聴き取り調査の日程については，８月又は９月頃ということで，会

議とは別日程で設けるということで異議がないので，そのような形で進めていた

だきたい。 

  

⑤業者に対するアンケートの実施について 

ア.事務局説明 

    情報漏えいの対象となった契約６件のうち２件については，談合が成立したので

はないかとの事業者の供述が公判であった。これをどこまで確認できるか難しいと

ころだが，公正取引委員会に通報する必要があるのではないかと考えている。これ

に合わせて，業者に対するアンケート等を実施する必要があるものと考えており，

契約検査課から追加で説明させていただきたい。 

  

イ.契約検査課説明 

    アンケート調査の目的は，市内事業者間において官製談合がどの程度浸透してい

るのかを見ることと，今回の６件の契約事案以外にも事案があるのか調査を行いた

い。 

    受注調整が行われたとすれば，それは独占禁止法第３条に違反する行為であり，

官製談合防止法第２条第４項に規定する入札談合等行為となる。契約検査課では，

入札談合に関する情報を察知したときは，龍ケ崎市談合情報対応指針に基づき内部

調査を行うことになっている。この指針に基づき，適正に調査を行い，必要に応じ

て公正取引委員会に通報したいと考えている。通報に係る資料の一つとして，アン

ケートを計画したい。 
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ウ.委員の意見・質疑等（抜粋） 

 ａ （委員長）こうした市内事業者を対象とするアンケートは，思わぬ情報が飛び出

てくる可能性があるので，私としては実施した方がよいと考えるが，議事とする前

の段階なので，委員の皆さんから当該アンケートを実施すべきかどうかご意見を

うかがいたい。 

 

 ｂ 事業者向けのアンケートは，実施したほうがよいと考える。今回の事案の特殊性

としては，事業者側がどうなっているか分からない点がある。一方で，契約６件の

うち２件について，談合によって受注調整につながったと旨の発言があったこと

を考えると，これを把握する必要があるだろう。 

 

 ｃ 私も事業者向けアンケートの実施は賛成である。警察がなぜ今回の事件を把握

するに至ったのかが分からないことや，公判資料にもあるように建設会社が主導

的に動いていたという記述があるので，それを１００％信用するわけにはいかな

いが，その点で５番の内容をもう一工夫する必要があると考える。 

 

   ｄ （委員長）当委員会としては，龍ケ崎市内事業者に対するアンケートを実施す

ることとする。この件については，議事として掲載すべきところであるが，あま

り時間もないところであるので，（異議がないため）内容として特に問題がなけれ

ば，本日の追加議案の扱いとし，さっそく実施することとしていただきたい。 

 

（４）第４回委員会 

 

  議事 ①市職員を対象とするアンケート調査結果の報告及び公開について 

     ②龍ケ崎市内事業者アンケート調査結果について 

     ③市職員を対象とする聴き取り調査の質問事項について 

     ④龍ケ崎市コンプライアンス推進条例（案）について 

 

  協議の要旨 

 

①市職員を対象とするアンケート調査結果の報告及び公開について 

 

〇事務局からの説明 

 ①調査対象 特別職，会計年度任用職員並びに休職等の理由により出勤していない職員

を除く龍ケ崎市の職員 

 ②調査人員 ４３１人 

 ③回答数  ３６３人 

 ④回答率  ８４．２％（結果） 

 ⑤回答内容 設問１から設問１９までの間で，グラフ化できたものについて説明。 

       自由記載欄がある設問では，回答数が非常に多く，類型化を検討したが，

多種多様な回答であったために結果として行わなかったことなどを報告。 

 

〇委員からの意見等 
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 〈委員長〉 

  細かな分析はまだ出来ていないが，自由記載とした設問への回答が思った以上に多か

った。職員の置かれている状況や考え，思いの傾向等を知ることができた。 

  

 〈委員〉 

  たいへん多くの意見が，しかも長文で寄せられており，勇気をもって答えていただい

た。 

  公開・非公開に関しては，統計や実数は公開してもよいが，そのままの形での公開は

できないものと考える。 

  事務局としては，このような自由記載の部分を公表することで，誰が書いたのか等の

追跡調査が行われる恐れがあると思われるか。     

→《事務局回答》 

  当委員会名義でアンケートを実施するに当たっては，その前提として事実の調査，再

発防止，職員を内外からの圧力から守るという趣旨で回答をお願いしたので，自由記載

の内容を公開してしまうことは問題があると認識している。回答の中には，庁内でも３，

４人しか知らないであろう情報も何件かあるので，公開すると誰が書いたか分かってし

まう恐れがある。 

  今回の事件には何ら関係していない職員が，アンケートの回答内容をもって追い込ま

れるよう事態は避けたいと考えている。 

〈委員〉 

  私は，グラフで示されている部分は，実数やパーセンテージなどを補足したうえで公

開してよいと思う。 

一方，自由記載の意見については類型化を行わない方がよいと考える。類似化しても

似て非なる意見，近いようで遠い意見というものもある。類似化する作業を行う人の主

観が入るため，一定のフィルターで情報が整理されてしまう恐れがある。さらに，アンケ

ートの意見を生で出すと，事実でないもの，憶測なども含めて切り張りされてしまう恐

れがあり，非常に慎重に扱う必要がある。 

必ずしも数が多い意見が事件の真実を指しているとは限らず，少数の意見でも核心に

肉薄するものも見られるので，多いか少ないかで情報を出すと，逆に真実をぼやかして

しまう懸念がある。 

これら自由記載の回答を最終的にどうするかは分からない状況だが，現時点では公開

しないほうがよいと思う。 

委員会としては，個別に出していただいた意見のなかで，事件の核心に迫るものや事

件に大きく関係するものは，極力拾い上げる努力が必要と考える。 

今回の事件については，表面的な対策では収まらないことは，各委員も事務局も理解

していると思う。事件が起きる背景や土壌にかかるものが非常に大きいと思う。 

 それが何なのか，それに対してどのような対策が必要なのかを検討していく必要があり，

通り一遍の対策では解決できないものと考える。 

アンケートで寄せられた意見については，我々が極力拾い上げ，骨を拾い上げるよう

な覚悟で取り上げて報告書をまとめる，アンケートの意見を生で出すのではなく，我々

がそれらの意見を報告書に反映させるというのがよいと思う。 

 

〈委員〉 
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  アンケートの結果，非常に多くの意見が寄せられたということで，これは重大なこと

であると改めて実感させられた。当初，どの程度の回答数となるのか，どれくらいのこ

とが書かれるのか懸念があったが，かなりストレートなコメントが，これほど数多く寄

せられたということは，我々の取組みにきちんと反映させなければならないと，思いを

新たにした。 

  公表の方法としては，設問１９「官製談合再発防止には何が必要かと思いますか」と

いうところに関しては，例えばこんな意見がありましたという紹介程度はよいと思う。 

  

〈委員長〉 

  ただいまの委員の意見と同様で，グラフ化したアンケート結果の報告に加え，例えば

官製談合再発防止のために何が必要かなどの自由記載については，一部紹介してもよい

のではないか。 

 

〈委員〉 

  自由記載欄はむしろ公開しない方がよいのではないか。 

  理由としては，設問１９に対する回答が非常に多岐にわたり，むしろとりまとめする

ことができない，またはしづらいのではないかと考える。内容を抽象化してしまうと，

さきほどのご意見のような問題も生じることになるので，自由記載欄はやはり公開しな

い方がよろしいのではないかと思う。 

 

〈委員〉 

  私は，ただいまの委員の意見と同じで，自由記載欄はすべて掲載しない方がよいと思

う。回答者によっては，体験していないことから「わかりません」と書いている場合も

あり，ある意味，誠実な回答と言えるのであって，多分に主観が入る類型化には馴染ま

ないと考える。 

  アンケートを公表するという点では，その内容が独り歩きしないようにする必要があ

り，そういうことからすれば，選択式アンケートのものだけを公開すれば十分ではない

かと思う。 

内容としても，自身が体験した事実に基づいて書いているような内容，印象として捉

えたことを書いている内容，伝聞なのか，噂なのか，そのあたりが判別できないので，自

由記載欄の内容は公開をしないことでよいのではないか。 

 

〈委員長〉 

  市職員を対象としたアンケート結果に係る情報公開については，まず個人を特定でき

る文言をマスキングする，自由記載欄は回答した職員を特定される可能性があるので公

表しない，自由記載欄の内容は類型化を行って公開することもしない等の原則をもって

対応することにする。 

 

〈事務局〉 

  アンケートの回答の一つに，委員会の方にお願いしたい旨が記載されている内容があ

る。その概要は，立川市で発生した贈収賄事件の再発防止対策の中で，立川市の職員は，

業務中・業務外を問わず，外部の人間との「会食」をいっさい行わないという極端な取

組みをしているそうで，結果として市民による「職員監視」が行われ，職員同士や家族
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での飲食が市内でできなくなっているという事例を挙げている。再発防止策が意図した

ところではない「職員バッシング」や「公務員バッシング」に変容してしまっているた

め，組織体制や内部統制の厳格化は実施してもよいが，人と人のつながりを断絶させる

ような対策とならないようにしてほしいとの内容であった。 

 

〈委員〉 

  特に当市で起きた事件の場合，情報を漏らした職員の行動には確かに問題があったが，

現在ある市の仕組みに大きな問題があったとか，改善しなければならない，見直さなけ

ればならないといった点は，あまりないと思う。 

  このため，改善案を考えるにしても，職員の皆さんに何かをしてもらうとか，業務の

改善を行うというところに手を付けるというのは，極力避けるべきではないかと思う。

ざっくりと言えば，職員（全般）に罪はないと思うし，職員に何かをさせるとかプレッ

シャーを与えるような対策，改善策には懸念がある。 

 

〈委員〉 

  立川市の内部通報制度に関しては，非常に優れており，これを参考に改善策を考えて

いった方がいいかと考える。 

 

〈委員〉 

  当市の場合，職員の側の問題ではないという部分があまりに大きい以上，職員の行動

をコントロールして問題を解決する話にはなりにくい。見た目で分かりやすい対策を見

せるという方向になる可能性があるので，考えるべき対策はそういうものではないと，

我々は改めて確認したほうがよいと思う。 

  

 〈委員〉 

  委員会としての職員に対するアプローチは，アンケートと研修の２つ。研修について

は襟を正すという意味で，やることには意義がある。 

  また，検討中のコンプライアンス推進条例案についても，違法なことを持ち掛けられ

たときに，職員がノーと言える根拠を作るもので，職員の方々を守ることにつながる。

制限（規制）するのではなく，守っていく，この条例があるから駄目だと断る後ろ盾を

作るという趣旨で考えていきたい。 

 

②龍ケ崎市内事業者アンケート調査結果について 

 

〇契約検査課からの説明 

  

 ①調査目的  市内事業者において官製談合がどの程度浸透しているのかを調査。併せ

て，令和２年１２月２２日開札の６件の契約以外についても入札談合等の

調査を行う。 

 ②調査期間  令和３年７月５日から１６日まで 

 ③調査方法  アンケートを郵便で送付し，返信用封筒で返送してもらう。 

①調査対象  ６０社 

 ③回答数   ４２社 
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 ④回答率   ７０％ 

 ⑤回答内容 設問１から設問５まで。グラフ化して説明。 

       自由記載欄がある設問は，長文のものも短文のものもあり，さまざま。 

  

○委員からの意見等 

 

 〈委員〉 

  回答結果の公表方法について，事業者向けアンケートも職員対象のアンケートと同様，

自由記載欄の公表は回答者の特定につながるので控えた方がよいと考える。 

 

 〈委員〉 

  前回の委員会で，事業者向けアンケートの結果を受けて内部調査に着手できるか否か

の話があったかと思うが，この点はいかがか。 

 →《契約検査課回答》 

 この内容だと特定につながらない，情報が足りないと考えている。 

   

 〈委員〉 

  そうすると，この事業者アンケートは，内部調査に着手するだけの情報を業者から引

き出せればという趣旨で実施されたので，それほどの実効性はなかったということか。 

 →《契約検査課回答》 

  結果としては，そのように認識している。ただし，それほど多くの回答は得られない

と見込んでいたところ，７０％を超える回答があったことから，業界としても何らかの

思いはあったというように，担当としては感じている。 

 

 〈委員〉 

  「プロポーザル方式は出来レースそのものです」と指摘があり，龍ケ崎市のプロポー

ザル方式の何か問題点を指摘しているが，その仕組みを検討する価値があるのではない

かと思われる。 

 →《契約検査課回答》 

  当市でプロポーザル方式をいくつか実施しているが，やり方がうまくいっていないと

いう事実もあり，そのあたりを改善する余地はあると思っている。プロポーザルは，あ

る程度，業者を選んで実施するところがあるので，選定や評価の仕方などの部分で改善

の余地があると思っている。 

   

 〈委員〉 

  具体な資料がないなかで申し上げるのは忸怩たる思いがあるが，参加業者の選定とか

評価において，選定員の主観的要素の入る余地が多いのではないかが懸念される。 

 →《契約検査課回答》 

  龍ケ崎市では明確なプロポーザル運用基準が設けられていない。その都度その事業に

あった形で，公平を前提としてプロポーザルを実施しているが，外から見ると，やはり

基準が明確でないので，主観的なものや不正が働く可能性があるのではないかという見

方をされるのではないかと思われる。担当として課題であると認識している。 
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 〈委員長〉 

  やはり客観的な基準がないということは，外部の者や内部の比較的高い地位の職員か

らの圧力によって影響される可能性が出てくるのではないかと思う。この件に関しても，

委員会から何らかの提言があってもよいと感じる。 

  市内事業者アンケートの調査結果についても，個人情報等にかかる部分をマスキング

したうえで公開するということで確認した。 

  なお，職員アンケート，事業者アンケートの（部分的な）公開時期については，別途

協議することとする。 

 

③市職員を対象とする聴き取り調査の質問事項について 

 

 〈事務局〉 

  事前に事務局で作成した質問事項案を送付したが，委員長をはじめとした３名の委員

から追加提案がありましたので，配付する。 

  このうち，事務局案については，組合にも提示したところ，職員が不安にならないよ

うな形で，聴き取り調査を実施してほしいという要望があった。 

 

 〈委員〉 

  形式的に質問をして，所管によって回答が変わってくるはずなので，質問というより

は対話に近い形でやっていくのが，いちばん情報を引き出しやすいのかなと思う。 

  また，市の最終的な責任者という意味において市長から話をうかがう必要はあると思

うし，これは第三者委員会でないと，なかなかできないことではないかと考えるため，

聴き取り調査に市長を含めるべきであろうと考える。 

   

 〈委員〉 

  私から提出しました聴き取り調査の質問事項だが，事務局のものに加筆させていただ

きました。 

  聴き取りの中で新たな質問というのが出てくると思うので，質問事項をガチガチに固

めるのではなく，あくまで取っ掛かりとして準備するものである。 

  市長に対する聴き取り調査については，私も実施して然るべきだと思う。 

 

 〈委員長〉 

  市長に対する質問事項は，今後委員間でメール等によってやりとりし，意見交換をし

ながら事務局に提案する形で行いたい。 

  また，職員の方に対する聴き取り調査については，質問事項をガチガチに固めるので

はなく，対話という形で情報を引き出していくという形とする。 

 

 〈事務局〉 

  聴き取り調査については，８月から１０月にかけて，委員のご都合をお聞きしたうえ

で，実施する日程を決めていきたい。それでもなお，委員全員が集まれる日とそうでな

い日が生じると思うので，聴き取り対象者を日程によって振り分ける方向で調整したい。 
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 〈委員長〉 

  まず前回の委員会で示された３０名程度を対象として聴き取り調査を実施し，さらに

対象者の必要性等が変わってくるという可能性もあるので，第１弾，第２弾と分けるの

は合理的かと考える。 

  

④龍ケ崎市コンプライアンス推進条例案について 

 

 〈事務局〉 

  （これまでの委員会で各委員からあった意見をもとに，職員の職業倫理，法令遵守，

そして公益通報制度を内包した新たな条例案を作成したことから，その内容を説明） 

  さまざまな外圧とか内部からの圧力など，いろいろと取り沙汰されているが，それ以

前に，市職員の職業倫理の問題を前提として挙げる必要がある。そのうえで，法令遵守

があって，さらに，それを担保するための公益通報制度を実効性のあるものにする必要

がある。 

  肝にある部分としては，いわゆる内部通報制度が現状だと通報先が人事課長となって

いる。これを問題視する意見が，職員アンケートで多数あった。そこで，新たな条例案

では，通報先を当委員会のような弁護士その他専門知識を有する第三者とする。これに

よって，通報した内容が内部で握りつぶされ，または通報者を特定するような市内部の

動きを心配することなく，通報や相談ができる仕組みにしようとする内容としている。 

  さきほどの第三者を構成員とする内部公益通報審査会のような組織を設け，内部通報

に基づく調査の権限を持たせ，その結果，必要な是正を市に求めることができるように

する。そのような要求に対し，市が適切な処置を行わない場合，当該審査会は，市民に

その内容を公表する権限，さらには，必要とあれば警察や公正取引委員会に通報できる

ような仕組みとするものである。 

  この条例によって，職員は違法な働きかけを拒否する拠り所ができ，かつ安心して公

益通報ができるようになる。 

  当委員会が直接条例を制定するわけではないが，これまでの委員の皆様のご意見やア

ンケートで明らかになった職員の不安を解消する対策として案を作成した。 

 

 〈委員〉 

  各論的なことになるが，第８条の市民等の責務の部分は，心情的には理解できるが，

ここはなかなか取扱いが注意，議論の必要があると考える。 

 

 〈委員〉 

  第１０条の内部公益通報審査会の委員の委嘱は市長によるとあるが，人材の選定はど

のようなやり方を考えているか。 

 →《事務局回答》 

  市と関係性のない，公正公平な判断ができる方をお願いするものと考えている。仮に，

任命権者である市長に関する事項を調査する場合でも，独立性を保って委員としての職

務を遂行してもらうことのできる条文を追加する必要があるかもしれない。 

 

 〈委員〉 

  会社法などでも社外取締役や社外監査役を設けるとき，社外性とは何かが問題になる。
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一応，会社の場合には定義はあるが，この「独立性」についてはさらに議論すべきだと

思う。 

 

 〈委員〉 

  例えば，弁護士会と業務提携を結んで，弁護士会の中に内部通報の受付，担当受付セ

ンターを設けてもらい，そこで内部の審査会が調査をするなど形式を取り入れられない

ものか。 

 

 〈委員〉 

  弁護士会にそういうお話があれば，何らかの対応はするんじゃないかと思われる。 

 

 〈事務局〉 

  当委員会の委員の皆様に関しても，各団体からご推薦をいただいて委嘱をさせていた

だいた経緯がある。同じように，そのような方法がとれるかどうか，事務局側で検討し

ていきたい。 

 

 〈委員長〉 

  コンプライアンス推進条例案は，最終的には報告書の中でこういうものを作ってくだ

さいということを提言することを想定していると思う。各論については，皆さんで協議

し，問題点があれば指摘していくような形で進めていく。 

 

 〈委員〉 

  やはり真面目に仕事をされている職員の方を考え，こういった対応は絶対に必要だと

思う。  

 

 

３ 龍ケ崎市の契約制度の検証 

 

（１）龍ケ崎市の契約制度の検証について 

   建設工事に係る契約制度に関しては，国土交通省が毎年度実施し，公表している

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第１９条に基づく入札・契

約手続きに関する実態調査」をもとに，龍ケ崎市と県内他市町村の制度の比較を行っ

た。 

 

 ①一般競争入札の積極的活用 

   総務省通達により，都道府県及び指定都市においては，１千万円以上の契約につい

て，原則として一般競争入札によるとのことになっている。 

   茨城県内の市町村の状況を見ると，全体の６４％が１千万円以上の案件について，

一般競争入札を実施している。 

   これに対し，龍ケ崎市においては，原則１３０万円超の建設工事に一般競争入札を

導入しており，一般競争入札の積極的な活用がなされているものと判断される。 

   また，１３０万円以下の建設工事については，地方自治法施行令第１６７条の２第

１項第１号又は地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第１号の規定に基づく随



22 

 

意契約（複数者による見積合せ）を実施していることが分かった。 
  下限額 市町村数 割合  

１億円以上 ２ 4.55％  

５，０００万円以上 ２ 4.55％  

４，０００万円以上 ２ 4.55％  

３，０００万円以上 ７ 15.91％  

２，５００万円以上 １ 2.27％  

２，０００万円超 ２ 4.55％  

１，０００万円以上 １１ 25.00％  

８００万円以上 １ 2.27％  

７５０万円以上 １ 2.27％  

７００万円以上 １ 2.27％  

５００万円以上 ５ 11.36％  

１３０万円超（又は以上） ９ 20.45％ ←龍ケ崎市 

計 ４４ 100％  

  

②低入札価格調査制度によるダンピング受注防止措置 

 ダンピング受注を防止するための地方自治法施行令第１６７条の１０第１項の規定

に基づく制度で，県内４４市町村のうち２９市町村が導入しており，龍ケ崎市もこれを

導入し，１千万円以上の建設工事に適用させている。 

   低入札調査基準の価格を下回った場合，契約の内容に適合した履行がされるか否か

の調査を行い，適合していると認められた場合には落札決定としている。 

令和２年度については，調査基準価格を下回った契約が２件あり，調査した結果，

適合性があると認められたため，落札決定となった事案がある旨の説明があった。 
低入札価格調査制度 市町村数 割合 

導入 ２９ 65.91％ ←龍ケ崎市 

未導入 １５ 34.09％  

計 ４４ 100％ 

※（参考）茨城県：導入 

 

③最低制限価格制度 

  地方自治法施行令第１６７条の１０第２項の規定に基づく制度で，その目的は，低

入札価格調査制度と同様。 

 低入札価格調査制度は，基準価格を下回った場合であっても落札者となり得るが，最

低制限価格制度の場合，最低制限基本価格を設定し，無作為（ランダム）係数を乗じ，

最低制限価格を決定し，その制限価格を下回った者は失格となる制度。 

 龍ケ崎市では導入していないが，茨城県内では多くの市町村が導入している。金額要

件については，市町村によって大きな差異がある。 

平成３０年度に龍ケ崎市が行った調査によると，予定価格を事後公表としている場

合において，失格案件が多数発生し，適正な履行期間の確保が困難となったため，事前

公表に切り替えた市町村があった。 

しかし，事前公表とすると，入札金額が最低制限価格付近に集中するケースが多くな

り，落札者の決定がランダム係数次第となり，運次第という点ではくじ引きと変わらな

いデメリットがある。 
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また，別の市町村においては，ランダム係数の幅を大きく設定しているため，全員失

格となり不調となるケースが発生している。それらの入札価格の価格帯は，市場価格に

合致していると思われるが，入札者全員が失格となるということは，最低制限価格の設

定が適正ではなかったのではないかといった見方をすることができる。 

最低制限価格の本来の目的は，適正な契約額を保証することで，労働者や労働者を取

り巻く環境整備に力を注ぐことを期待するもの。適正な運用がされなければ，単なる競

争の利益の阻害要因となり，割高な契約を助長するものとなってしまう。 

官製談合事件の事例を見ると，最低制限価格に係る情報漏洩の案件が多いようであ

ることから，龍ケ崎市における本制度の導入については，慎重な立場をとっている。 
最低制限価格制度 市町村数 割合 

導入 ３９ 88.64％ 

未導入 ５ 11.36％ ←龍ケ崎市 

計 ４４ 100％ 

※（参考）茨城県：導入 

 

 （委員からの質疑） 

 龍ケ崎市では，最低制限価格制度を導入していないが，ランダム係数を最低制限基本価

格に乗じて得た額を最低制限価格とする意義はなにか。茨城県では，０．９９５～１．０

０５という範囲を設定しているが，どういう考えで設定しているのか。 

 ↓ 

 （契約検査課からの回答） 

予定価格から最低制限基本価格を計算する方法として「中央公共工事契約制度運用連絡

協議会モデル」というモデルがある。例えば，直接工事費に１０分の９．７を乗じて得た

額という計算があるが，予定価格を事前に公表している場合，その数字を知っていれば容

易に計算できてしまう可能性がある。このため，ランダム係数に幅を持たせているが，こ

れは自治体によってさまざまなやり方がある。直前にくじ引きで係数を決定するなどの方

法により，職員も業者も分かり得ない価格とすることができる制度。とてもよい制度にも

思えるが，事例を聞いたところによると，１回目で業者全員が失格となり，２回目では１

回目より高い入札額になるというような結果もあるようで，市民に説明しにくい事象が生

じてしまう。ランダム係数の合理性は担保できないように思われる。 

 

④令和元年度の平均落札率 

 落札率とは，落札価格を予定価格で除した率。現在，各種ダンピング対策により，落

札率は高止まりしている。最新単価により設計額を算出しているため，平均落札率が８

０％を切ることはない状況。 

 他市町村の状況を見ても，以下のような傾向となっている。手持ち工事制限等によ

り，入札参加者数が少ない場合，落札率は高くなる傾向がある。 
平均落札率 市町村数 割合 

97.5～99.9％ ３ 6.82％ 

95.0～97.4％ １８ 40.91％ ←龍ケ崎市 

92.5～94.9％ １０ 22.73％ 

90.0～92.4％ ９ 20.45％ 

87.5～89.9％ ２ 4.55％ 

85.0～87.4％ ０ 0％ 
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82.5～84.9％ ２ 4.55％ 

計 ４４ 100％ 

※（参考）茨城県：93.6％ 

 
 龍ケ崎市における過去の落札率 

年度 落札率 

平成２５年度 94.55％ 

平成２６年度 95.92％ 

平成２７年度 96.41％ 

平成２８年度 95.63％ 

平成２９年度 95.82％ 

平成３０年度 95.74％ 

令和 元 年度 96.55％ 

令和 ２ 年度 95.24％ 

平均 95.73％ 

 

⑤予定価格の公表時期 

 予定価格の公表については，国においては指針によって「原則事後公表」としている

が，地方公共団体においては以下のように記載がある。 

「地方公共団体においては，予定価格の事前公表を禁止する法令の規定はないが，予

定価格の事前公表を行う場合には，その適否について十分検討するとともに，入札の際

に適切な積算を行わなかった入札参加者がくじ引きの結果により受注するなど，建設

業者の技術力や経営力による適正な競争を損ねる弊害が生じないよう適切に取り扱う

ものとする。弊害が生じた場合には，速やかに事前公表の取り止め等の適切な措置を講

じる。」 

 県内の状況をみると，以下のとおりとなっており，対応は完全に分かれている。 

龍ケ崎市では，案件により事前・事後を併用しており，茨城県土木積算標準歩掛等に

より市場価格に即した設計金額である場合は，予定価格を事前公表とし，それ以外は事

後公表としている。令和２年度については，８９件の建設工事中６２件を事前公表とし

ている。全案件に対し一律な対応をするのはなく，案件によって個別に判断すること

で，適切な対応が可能となっている。 

 
予定価格の公表時期 市町村数 割合 

全案件事前公表 １４ 25.45％ 

全案件事後公表 １４ 25.45％ 

案件により併用 １ 2.27％ ←龍ケ崎市 

全案件非公表 １５ 34.09％ 

計 ４４ 100％ 

※（参考）茨城県：全案件事前公表 

 

⑥第三者機関等の設置  

 龍ケ崎市においては未設置。 

第三者委員会（入札等監視委員会）の事務分掌は，監査委員の事務分掌に一部重なる

ところがある。 

他市町村の状況は以下のとおり。 
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第三者機関の設置 市町村数 割合 

設置済 １０ 22.73％ 

未設置 ３１ 70.45％ ←龍ケ崎市 

監査委員等の既存組織活用 ３ 6.82％ 

計 ４４ 100％ 

※（参考）茨城県：設置済 

 〈監査委員規程抜粋〉 

龍ケ崎市監査委員監査規程第５条には，監査等の事項について規定がある。 

（監査等の事項） 

第５条 監査，検査及び審査は，おおむね次の事項について行うものとする。 

⑴ 財政に関する事項 

（省略） 

⑵ 工事に関する事項 

ア 工事設計の基礎単価の適否 

イ 工事請負契約の設計仕様書の標準歩掛に適合の有無 

ウ 合規の契約手続履行の有無 

エ 入札資格要件の適否 

オ 入札公告方法の適否 

カ 予定価格と落札価格の関係 

キ 入札及び契約保証金の適否 

ク 設計変更に伴う契約変更の適否 

ケ 再入札の適否 

コ 随意契約採用理由の適否 

サ 契約条項に即した確実な監督又は検査の実施状況並びに工事記録整備の状況 

シ 工事の着手届，完了届及び完了検査調書等工事関係書類整理の適否 

ス 工期の厳守又は遅延に対する措置の適否 

セ 請負代金支払の遅速及び部分払の適否 

ソ 設計変更の理由及びその適否 

タ 監督日誌記載の有無及び適否 

チ 工事資材の保管又は受払の適否 

ツ 残材料の処置の適否 

テ 現場発生材の処理方法の適否 

ト 翌年度繰越事業の繰越理由及びその適否 

 

⑦契約担当部署の独立 

 一般的には，契約担当部署において，契約どおりの履行が完了しているか否かの検査

業務も担当している例が多い状況。市町村によっては，財政課や管財課といった発注も

担当する課の中に契約担当部署を設置している場合がある。発注課と契約担当部署，検

査担当部署が同一である場合，中立・公平な業務が困難となる可能性が高くなる。 

 龍ケ崎市では，契約・検査担当部署が独立して設置されており，業者選定や入札参加

資格条件等について，市全体の発注を見据えた中立・公平な立場で執行することが可能

となっている。さらには，検査で公正な指摘等が可能になっている。 

他市（町村を除く）の状況は以下のとおり。 
部署名 市数 割合 

財政課 １０ 32.26％ 

契約検査課（室） ９ 29.03％ ←龍ケ崎市 
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管財課 ６ 19.35％ 

契約管財課 ２ 6.45％ 

総務課 ２ 6.45％ 

検査管財課 １ 3.23％ 

資産活用課 １ 3.23％ 

計 ３１ 100％ 

   契約検査課と発注課(事業主管課)の関係性については，まず発注課が契約の仕様書

や図面等を作成し，土木であれば土木積算システムを使用して設計額を算出するなど

の事務を行っている。一方，契約検査課は，それらを精査あるいは指導し，入札方法

などの案を作成し，最終的には決裁権者がそれらの決定をしていく手順となっている。

発注課で設計ができない場合もあり，その場合は別の課の職員に設計を依頼すること

もあるのが現状であった。ここまでが概ね発注課の仕事となり，その後の契約に向け

た手続きは，発注課から契約検査課へ必要書類を揃えて依頼するという事務の流れと

なっている。 

 ⑧契約検査課の事件後の取組み 

ア．情報の適切な保管 

秘密情報については，これまで，業務終了後にキャビネットに保管していたが，施

錠が行われてなかった。このため，今回の事件を受け，速やかに鍵を注文し，令和３

年３月１２日からすべてのキャビネットの施錠が行われている。 

さらに，キャビネットの鍵は，ダイヤル式の金庫にて保管を行っている旨の報告が

あった。 

また，一般競争入札における入札参加希望者及び入札参加者情報について，業務時

間中は申請受付等の事務処理が必要であるため，キャビネットの上に置かれていた

が，現在はキャビネット内で保管するよう変更を行っている。 

 

イ．事務スペースにおける職員配置の変更 

 龍ケ崎市役所庁舎内における契約検査課の配置上，スペースが独立しているわけで

はないため，事務執行過程情報が漏洩する可能性が払拭できないところがある。  

このため，業務時間中における開札前の書類等を扱う職員については，情報保護を

目的として，庁舎の隅の窓際に配置する改善が行われている。 

  ウ．契約システムの情報管理 

 契約システム（端末３台）は契約検査課のみに設置している専用端末だが，端末ロ

グインパスワードについては適宜変更しており，契約検査課以外の職員ではログイン

できないようにされている。 

 

（２）官製談合事件の対象となった６件の契約について 

 

①官製談合事件の対象となった６件の契約概要 

  〇工事名 

№ 工事名 業種 

ⅰ 城ノ内中学校プール塗装改修工事 建築一式工事 

ⅱ 大宮コミュニティセンター内装改修工事 建築一式工事 

ⅲ マンホールトイレ設置工事 土木一式工事 

ⅳ 市道５－１６６号線道路改良工事 土木一式工事 
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ⅴ 市民健康の森園路整備工事 土木一式工事 

ⅵ 須藤堀地区排水路工事 土木一式工事 

 

  〇入札要件 
   

公告 

 

令和２年１２月３日 （６件すべて） 

※入札参加の申込期間，入札書提出

期間，開札日はいずれも同じ。開札

時間は公告番号順に５分刻みで実

施。 

入札方式 

 

ランク指定一般競争入札 （６件すべて） 

※ランク指定一般競争入札は，原則

として市内に本店又は営業所等が所

在する業者のみ参加が可能。６件す

べてが市内業者に限定。 

予定価格  ３２０万円～１，３６０万円（税

抜額） 

 

予定価格の

公表区分 

事前公表 （６件すべて） 

低入札調査

基準価格の

設定 

税込１，０００万円以上の工事に

適用 

 

６件のうち２件が対象。 

基準価格を下回ったものはなかっ

た。 

契約保証金 〇予定価格５００万円以上の契約

で契約金額の１０％以上とする

規定。 

〇予定価格５００万円未満の契約

では，低入札基準価格を下回った

場合のみ契約金額の１５％以上の

保証金が必要との規定。 

６件のうち４件が対象。 

（実際に支払ったのは３件） 

前払い金 予定価格５００万円以上の工事で

４０％以内 

（６件での前払い金はなし） 

 

  〇入札結果 

№ 工事件名 
参加 

業者数 
落札率 

ⅰ 城ノ内中学校プール塗装改修工事 ２ ９７．６９％ 

ⅱ 大宮コミュニティセンター内装改修工事 ３ ９０．６３％ 

ⅲ マンホールトイレ設置工事 ８ ８５．１８％ 

ⅳ 市道５－１６６号線道路改良工事 ５ ９８．００％ 

ⅴ 市民健康の森園路整備工事 ５ ８０．０９％ 

ⅵ 須藤堀地区排水路工事 ３ ９８．６８％ 

 

  〇個別の契約に関する審査等について 

   龍ケ崎市には，内部組織として契約審査会があり，設計金額が３，０００万円以上

（市長決裁）の工事であれば，必ず同審査会に諮る必要がある。例えば，ランク指定

一般競争入札など，どのような方法で入札を実施するか等の審査を行っている。 

   今回の官製談合防止法違反事件の対象として挙げられている６件の契約について
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は，いずれの工事も３，０００万円以下の工事となっており，事務決裁規程上，契約

審査会に諮る対象とはなっていなかった。 

   また，龍ケ崎市においては，第三者によって組織される入札監視委員会の設置はな

かった。 

   現状，市の事務に係る公正性などを監察する部署としては，監査委員がこれを担っ

ている。 

 

（３）落札率に対する委員会の考察 

※ 以下は，あくまで現時点における考察であり，事後の調査・検証を通じて変更

される可能性があります。 

 

   龍ケ崎市の契約制度については，国土交通省が公表している「公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律第１９条に基づく入札・契約手続きに関する実態調

査」などをもとに委員会として検証を行った。 

茨城県内の他自治体と龍ケ崎市を比較したところでは，１３０万円を超える建設工

事への一般競争入札の導入，低入札価格調査制度の導入など，契約事務上で必要とさ

れる制度等は概ね導入されており，特段の瑕疵は見られなかった。 

 

① 平均落札率について 

   落札率とは，契約額を予定価格で割ったものの数値で，この数値が高ければ高いほ

ど予定価格に近い，「落札率が高い」ということになる。 

   茨城県内の４４市町村における令和元年度の平均落札率の状況を見ると，９５．

０％から９７．４％の間に該当する市町村が１８，４０．９１％と最も多く，龍ケ崎

市もこの範囲に入っていることが分かった。龍ケ崎市は，比較的高い平均落札率の部

類に入るが，とくに龍ケ崎市が突出しているとまでは言えないと思われる。 

   市町村の全体的な傾向としては，各種ダンピング対策などの結果，落札率が高止ま

りとなっていることが分かる。 

また，予定価格を事前公表とする契約の場合，当該予定価格を上回った場合は当然

失格となるので，業者はそれを下回る価格で入札するが，どうしても落札率は予定価

格に近い数字になり，高止まりとなる傾向があるという説明があった。 

 

② 情報漏えいがあったとされる６件の契約の落札率 

   令和２年１２月３日に公告があった６件の契約に係るそれぞれの落札率を見ると，

次のような結果であることが分かった。 
件 名 契約金額（税込） 落札率 

城ノ内中学校プール塗装改修工事 

（業種：建築一式工事） 
6,963,000 97.69％ 

大宮コミュニティセンター内装改修工事 

（業種：建築一式工事） 
3,190,000 90.63％ 

マンホールトイレ設置工事 

（業種：土木一式工事） 
12,743,500 85.18％ 

市道第 5-166号線道路改良工事 

（業種：土木一式工事） 
10,780,000 98.00％ 

市民健康の森園路整備工事 4,933,500 80.09％ 
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（業種：土木一式工事） 

須藤堀地区排水路工事 

（業種：土木一式工事） 
4,125,000 98.68％ 

 

   いずれの工事も予定価格を事前公表としており，落札率については，６件の中でも

市道第５－１６６号線道路改良工事が９８．０８％，須藤堀地区排水路工事が９８．

６８％と比較的高い数値を示している。 

   正当な入札がなされていたかが問題となるが，元社会福祉協議会理事の東京地方裁

判所における公判では，同人から建設会社役員に機密情報である入札参加者名が流さ

れており，６件中３件が９７％以上と高い落札率になったとの指摘があった。 

   また，元契約検査課長の公判では，被告弁護側から，起訴事実の契約６件中，受注

調整につながったのは２件で，残る４件のうち２件は情報が入札参加業者に流れず，

２件は受注調整が行われなかったとの弁論があった。 

   現時点で，どの契約で受注調整が行われ，どの契約で情報が入札参加者に流れず，

どの契約で受注調整が不調に終わったのかの判別はつかず，今後実施する聴き取り調

査等で事実を把握することができるかどうかという状況にある。 

   また，仮に入札談合等が行われたことの事実を把握することができた場合，市とし

て関係した事業者に対する指名停止等のペナルティーや損害賠償請求などの対応が必

要となると思われる。 

 

４ 市に求める改善・対策等 

※ 以下は，あくまで現時点における「市に求める改善・対策等」についての意見

であり，事後の調査結果如何により，削除，追加，変更等することがあります。 

 

今回の事件の概要としては，元社会福祉協議会理事と元副市長が立場を利用し，部

下に秘密情報の漏洩を指示したことによって発生した機密漏えいと，事業者がその情

報を利用して入札談合を行ったという２つの事件の複合といえる。これまでの委員会

における検証においても，情報漏えいの対象となったいずれの契約も入札手続き等に

かかる規定不備や不適切な運用に起因して発生したものではないとの見立てをしてい

る。 

そこで，当委員会は，市に求める改善・対策等としては，まず何より，市における

機密漏えいが行われないような仕組みを構築することが必要と考える。具体的には，

以下で述べる①から⑤についての提言を行うことを予定している。 

   また，事業者間の談合防止という点については，事業者の行動自体を市がコントロ

ールすることは難しいことであるため，市としては談合が行われにくい環境をどう構

築していくかということになる。 

  なお，当委員会は，本件官製談合防止法違反事件は，職員の倫理感や法令遵守意識

に問題があったことが主たる要因ではなく，外部者が市の人事権に影響力を持ち，そ

の影響力を背景として市政に介入したことが主要因として発生したものであると考え

ている。 

   そのため，当委員会の主要な提言は，かかる不正な人事権行使や外部者の市政への

介入をいかに防ぐかという視点で構成していく予定であり，決して職員の職業倫理の

問題（だけ）に矮小化してはならないと考えている。 
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①職員倫理の向上，法令遵守とその保持のための公益通報制度の制定 

冒頭で述べた通り，本件官製談合防止法違反事件は，外部者が市の人事権に影響力

を持ち，その影響力を背景として市政に介入したことが主要因として発生したもので

あると考えている。 

ただし，一部の職員の職業倫理，法令遵守の意識についても，まったく問題がなか

ったということはできない。また，市役所内外からの不正な圧力や誘惑に対抗するた

めにも，職員の職業倫理の向上や法令遵守の意識が不可欠である。職員一人一人が職

業倫理を向上させ，また，法令に精通することにより，不正な圧力に対して，断固と

して「NO」を突きつけることが可能となるからである。 

   そして，これら職員の職業倫理の保持や法令遵守を実行化するためには，不正な働

きかけ等を拒むための根拠となる規定の整備や職員以外の第三者が職員からの公益通

報や相談を受けるような制度の構築が不可欠である。 

   今回，当委員会が実施した職員向けで実施したアンケートでは，相当数にのぼる回

答者が現状の公益通報制度で人事課長が公益通報先となっていることに対し，自身の

身分上の保証に対する懸念や通報内容が市の上層部でにぎりつぶされることなどを指

摘し，このままの制度では利用できないとの意見を述べている。 

   当委員会としても，これらの意見は重要であると認識し，職員が市役所内外からの

不正な働きかけや圧力にさらされたとき，これまでのような人事課長への通報ではな

く，市や事業者と利害関係のない，（例えば弁護士等を構成員とする）第三者組織に

公益通報や相談ができる体制を作るべきと考え，新しい条例案を作成した。 

この第三者組織は，公益通報に基づいた調査等を行い，当該通報等が事実であると

認定した場合，市へ公益通報制度に基づく改善等を指示することができるものとす

る。 

仮に，市が公益通報制度に基づく改善等を行わない場合，第三者組織には，これを

公表し，あるいは警察，公正取引委員会等へ独自に通報できるような権限を，付与す

ることが必要と考える。 

   今回の官製談合防止法違反事件については，市長に次ぐ権限を持つ副市長が関与し

たとされていることから，一般的に他の自治体で採用されているような公益通報制度

では機能しないであろうことが容易に想像できる。 

よって，この件に関しては，当委員会が示す条例案をベースとした制度改正を，市

に強く求めることを予定している。 

 

②情報持出しに係る物理的な防止策の導入 

   今回の事件は外形的に職員以外の第三者が外部から不正アクセスあるいは不法に事

務スペースに入り込んで入札情報を盗み出したのではなく，内部の職員が権限を利用

して情報を持ち出した，持ち出させたものである。 

   このため，少なくとも入札情報等を保管するキャビネット等に関し，誰が施錠し，

誰が開錠したのかの履歴（記録）がとれるようなシステムを導入できないかどうかの

検討を市に求める。これに加え，当該保管庫等に向けた監視カメラを設置するなどの

対策は，比較的容易に抑止力を発揮できるものであるため，併せて検討を求める予定

である。 

 

 ③第三者を委員とし，入札前の審査等が可能な入札等監視委員会等の設置 
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   いわゆる第三者機関として，入札等監視委員会を設置している茨城県内市町村につ

いては，全体の２２．７３％と少なく，龍ケ崎市においては設置していないことが分

かった。この入札等監視委員会については，委員会の会議においても時間をかけて議

論された。 

   茨城県内では，水戸市をはじめ，近隣ではつくば市や土浦市など，合計１０市が委

員会を設置していることが調査の結果，判明した。設置については，条例，規則，要

綱など，さまざまな規定ぶりが見られ，委員には，弁護士，大学教授，公認会計士，

税理士，司法書士など，３名から５名を委嘱していること，会議の開催数は年１，２

回程度という状況が分かった。 

   また，審議対象については，年度当たり５件から１０件程度の契約を抽出し，入札

方法，予定価格，契約内容等の質疑を行い，適正に入札等が施行されたかどうかを審

議しているもので，制度としては，当該委員会を導入しているどの市も大差はない状

況であった。 

   このようなことから，入札等監視委員会については，談合，カルテルの防止を目的

としたものではなく，入札や契約にかかる諸制度の運用状況の監視，監督が目的とし

たものとなっている。 

   委員からは，入札等監視委員会は入札や契約事務の公正性を保つために必要なこと

だが，官製談合，入札談合の再発防止という点では，広く採用されている入札等監視

委員会の組織，形態では機能しないとの意見があった。 

もしこのような委員会を設置するのであれば，官製談合，入札談合の防止を目的と

した相当な権限を付与する必要があり，例えば入札前の過程で職員以外の第三者の

目，チェックが入るような仕組みを考えてもよいのではないかとの意見があった。こ

の機能については，新たに入札等監視委員会を設置するのではなく，すでに内部組織

として設置されている契約審査会に，職員以外の第三者（利害関係のない弁護士等）

を委員として加えるような方策も考えられるところである。 

引き続きの議論は必要であるが，今回のような事件の再発防止という視点ではない

としても，入札等監視委員会は入札や契約事務の公正性を保つために一定の効果があ

ると考えられるため，従来からある監査委員と役割分担をしたうえで，市として設置

する方向で作業を進めるよう提案することを予定している。 

 

④「契約の手引き（コンプライアンス編）」の作成 

   龍ケ崎市の契約手続き上，例えば工事契約では３０万円以上の案件について契約検

査課が入札事務を執行している。このため，事業所管課等では，入札手続き前に仕様

書，設計書，図面等を準備し，契約検査課へ提出することになる。 

   ３０万円に満たない契約については，事業所管課で事務を執行するような仕組みと

なっている。「契約の手引き」は，契約に関する手続きのマニュアルであり，法令等

の改正があれば逐次改訂を行っており，これまでも職員の間で大いに活用されてきた

ことが見て取れる。 

   しかしながら，この手引きには，入札等の手続き上，何が公開してよいもので，何

が秘密情報でこれを提供すると法律に違反することなのか等の提示はなく，これまで

職員は日常の職務の中で上司などから学ぶ以外に拠り所とするものがなかった。 

   今回の事件においては，略式起訴された課長職（前牛久沼プロジェクト課長）が，

入札参加業者名の情報を第三者（元社会福祉協議会理事）に流すことの違法性を認識
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していなかったとの供述をしていることが分かっている。管理職がこのような認識で

あるとすれば，その下で事務に従事する一般職員の認識も再確認する必要があるよう

に思われる。もちろん，すべての職員がそのような認識かというと，それは否定され

るところであるが，単に，契約事務の手続き，手順を示した手引きに加えて，契約事

務の過程で知っておかなければならないコンプライアンスに関する事項をマニュアル

として整備し，全職員が活用することができるようにする必要があると考える。  

   よって，市に対し，「契約事務の手引き（コンプライアンス編）」の作成を求める予

定である。 

 

 ⑤職員研修の充実と継続 

目下分析・検討を行っている職員アンケートから現時点において推察されることと

して，当市の職員のほとんどは業務の誠実な遂行に努めており，本件官製談合防止法

違反事件に極めて批判的だという点が挙げられる。しかしその一方で，職員の職業倫

理や法令遵守についての指針となる条文を含む新たな公益通報制度の制定が必要であ

ることは前記①で指摘したとおりである。 

そのうえで，職業倫理や法令順守をテーマとした職員研修を毎年度継続的に実施し

ていく必要があると思われる。このことは前記①において述べたように，職員一人一

人が職業倫理を向上させ，また，法令に精通することにより，不正な圧力に対して，

断固として「NO」を突きつけることを可能とするために必要な措置であると考えられ

る。職員一人ひとりが正確な知識を身につけ，かつ，それを実践することを可能にす

る制度を整備することは，当市職員が自身の仕事に誇りを持って取り組む素地であ

り，当市の業務に公正性をもたらし，ひいては市民の利益を増進することにつながる

ものと確信している。 

このため，当委員会で協議した結果，研修の第 1弾として，公正取引委員会から講

師を招請しての職員研修を，令和３年８月４日に実施した。これは官製談合防止法違

反をテーマとした研修であった。 

同様の研修を毎年度実施するのはもちろんであるが，職業人，公務員として働くう

えで根本的な職業倫理や法令遵守といったテーマでの研修，契約事務上で何をすると

違法行為となるのかなどをテーマとした実務研修など，単年度計画や中期事業計画等

を立てたうえで計画的に実施することを市に求める予定である。 

 

５ 龍ケ崎市コンプライアンス推進委員会の活動について 

（１）当市では，令和３年７月，「当委員会と調整・了解を得て」「本年８月下旬には中間

報告をとりまとめる」などの活動を行う機関として「（仮称）龍ケ崎市改革推進本部

会議」を設置する動きが見られた。これに対し，当委員会は，令和３年８月２日，市

長に対し，当委員会のいわゆる第三者委員会としての立場に鑑み，同会議と連携を図

るべきでないとして，当委員会の独立性を保障することなどを申し入れ，同会議が設

置されることはなくなった。 

   ただ，他方で，龍ケ崎市コンプライアンス推進委員会（以下「コンプライアンス推

進委員会」という）の会議が本年８月に開催されたことがプレスリリースにて発信さ

れた。その中で，コンプライアンス推進委員会の委員には，当委員会事務局の構成員

でもある法制総務課長や契約検査課長が含まれるなど，コンプライアンス推進委員会

の委員と当委員会の事務局とが重複することが明らかにされている。 
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   しかし，当委員会は，本事件に関する調査・分析にあたり，コンプライアンス推進

委員会と何らの共同・連携関係にはなく，また，市の内部機関からの「独立性」にこ

そ当委員会の存在意義があると考えている。 

   また，前記プレスリリースにおいて，コンプライアンス推進委員会の所管事務には

「不適切な事務処理等の事案の調査及びその再発防止策に関すること」が含まれる

等，当委員会の所掌事項と重複することも明らかにされている。 

   以上のように，両委員会の構成員ないし事務局が重複し，また，その所掌事務も重

複すると，当委員会の独立性に疑念が生じる懸念が非常に強く惹起される。 

   さらに，そもそも，当委員会と所掌事項が大幅に重複する市内部の組織を設置し，

独自に職務を推進する場合，当委員会に調査・検討作業を付託する意義が希薄化し，

ひいては当委員会の存在意義を没却する可能性すらある。 

   上述の通り，当委員会での現在の議論の推移では，本件は単純に職員のコンプライ

アンス意識の問題に帰着するとはいえないとの心証が形成されつつあるところ，コン

プライアンス推進委員会は「職員の法令遵守意識の徹底」や「職員の管理・監督の強

化」を軸に議論・検討を重ねるとのことだが，これは当委員会の調査・検討に先立っ

て本件の原因ないし問題の所在を断定しているような趣があり，そうだとすると当委

員会に対して本件の調査を付託した趣旨に疑念が生じかねない。 

 

（２）市への要望について 

   以上の次第で，当委員会は，独立した中立的な立場から調査・分析を行う職責を全

うすべく，市に対し，改めて以下のとおり要望いたします。 

① 当委員会の独立した活動を保障すること 

コンプライアンス推進委員会の活動によって，当委員会の今後の活動に支障が生じな

いようにするよう求めます。 

② 情報の遮断が徹底されること 

当委員会が調査の過程で収集・作成した資料等は，当委員会が管理処分権を専有す

ることとし，当委員会の同意がない限り，コンプライアンス推進委員会その他当委員

会の外部（市の機関を含む）に共有されないこと，及び，コンプライアンス推進委員

会の構成員は「当委員会関係者以外」から選定することを求めます。 

 

６ 経過報告のおわりに 

当委員会は，今回の事件は，高い公正性を求められるべき市の入札・契約業務におい

て，元社会福祉協議会理事と元副市長が立場を利用し，部下に秘密情報の漏洩を指示

し，そして事業者がその情報を利用して入札談合を行った結果，市の入札・契約業務の

公正性を害したという点において強く非難されるべきものだと考えます。今回の事件

は，当市の行政に対する市民からの信頼を大きく損ねた点も，強く非難されるべきもの

であると考えます。 

その一方で当委員会は，当市職員及び市内業者を対象とするアンケートの回答率がこ

の種のものとしては高いものと受け止めており，日常的に誠実に職務を遂行する大多数

の職員の危機感や市の入札・契約業務の公正性に対する業者の期待は著しく強いもので

あることを痛感しております。その背景には，龍ケ崎市民の龍ケ崎市の行政の公正性に

対する強い期待があるものと考えます。 

当委員会は最終的な報告に向け引き続き調査・検討を進めて参ります。 


