
 

 

 

 

       主   文 

 

 １ 被告は，Ｂ１に対し８１９６万５１００円，Ｃ１に対し３０３万２４００円，Ｄ１に対し６４４万９１００

円，Ｅ１に対し１２３万６９００円，Ｆ１に対し２５３万０５００円及びＧ１に対し４１３万９１００円並びに

前記各金員に対する平成１８年１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を請

求せよ。 

 ２ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 

 ３ 訴訟費用（補助参加によって生じた費用を除く。）は，これを５分し，その２を原告らの，その

余を被告の各負担とし，補助参加によって生じた費用のうち，原告らとＡ１との間に生じた費用は

原告らの，原告らとＡ１を除く被告補助参加人らとの間に生じた費用は同被告補助参加人らの各

負担とする。 

 

       事実及び理由 

 

第１ 請求 

   被告北杜市長白倉政司は，下記相手方（１）ないし（７）記載の者に対し，それぞれ（ただし，

相手方（１）記載の者は，請求金額（２）ないし（７）記載の限度で相手方（２）ないし（７）記載の者と

連帯して），下記（１）ないし（７）記載の金員及びこれに対する平成１８年１月１日から支払済みま

で年５分の割合による金員を支払うよう請求せよ。 

 相手方 （１）Ａ１     １億６１２８万８７７８円 

     （２）Ｂ１   １億１１６４万３６４４円 

     （３）Ｃ１      ８１４万５９７５円 

     （４）Ｄ１     １９２６万３７００円 

     （５）Ｅ１       ３６２万９９７１円 

     （６）Ｆ１      ６９９万１５８５円 

     （７）Ｇ１     １１６１万３９０４円 

第２ 事案の概要 

 １ 事案の要旨 

   本件は，旧山梨県北巨摩郡小淵沢町（以下「旧小淵沢町」という。なお，平成１８年３月１５

日，山梨県北杜市（以下「北杜市」という。）との合併により，北杜市がその事務を承継した。）の

住民である原告らが，旧小淵沢町の執行機関の訴訟承継人である被告に対し，（１）旧小淵沢町

の公共工事の入札に参加したＢ１を中心とする被告補助参加人らが談合した結果，旧小淵沢町

に公正な競争によって形成されたであろう落札価格と現実の落札価格との差額相当額の損害を

与えた，（２）旧小淵沢町の町長であったＡ１が，設計価格又は予定価格をＢ１に漏えいしたとし

て，地方自治法２４２条の２第１項４号本文に基づき，被告補助参加人らに対し，民法７０９条に

基づく上記損害及び弁護士費用相当分の損害賠償請求及びこれに対する平成１８年１月１日か

ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める住民

訴訟である。 

【ＩＤ番号】 ０６３５０４７２

      損害賠償請求事件

【事件番号】 甲府地方裁判所判決／平成１８年（行ウ）第１号

【判決日付】 平成２０年１１月１１日

【判示事項】 旧町（現在は市）発注の公共事業で談合が行われ，町が不当に高い支出を強

いられたとして，旧町の住民が市長に対し，公正な競争によって形成されたであ

ろう落札価格との差額相当額の支払いを求めた住民訴訟で，住民側の主張を

ほぼ認め，損害額に相当する金額を，落札業者に請求するよう市長に命じた事

例

【掲載誌】 ＬＬＩ／ＤＢ 判例秘書登載
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 ２ 前提となる事実 

   当事者間に争いがない事実，各項末掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められ

る事実は，次のとおりである（末尾に証拠等の掲記のない事実は，当事者間に争いがない。）。 

  （１） 当事者等 

   ア 原告らは，いずれも旧小淵沢町の住民である。 

   イ 被告は，平成１８年３月１５日，旧小淵沢町との合併により旧小淵沢町の事務を承継し

た北杜市の執行機関である。 

   ウ Ａ１は，平成１７年１月２８日から平成１８年３月１４日まで旧小淵沢町の町長であった。 

   エ Ｂ１，Ｃ１，Ｄ１，Ｅ１，Ｆ１，Ｇ１は，いずれも，肩書地に本店を有し，建設業法の規定に基

づき建設大臣の許可を受けて建設業を営む者である。 

  （２） 旧小淵沢町における平成１７年度の公共工事の発注方法等 

   ア 建設業の許可 

     まず，建設業法の規定に基づく建設大臣の許可のない建設業者は，低額の工事（具体

的には，建築工事の場合は１５００万円未満の工事であり，その他の工事の場合は５００万円未

満の工事。）以外の工事を受注することができない。 

     建設業法において定める許可業種は２８業種に分けられており，上記許可は，それぞれ

の業種について個別に行われる。（甲５０）。 

   イ 経営事項審査 

     そして，旧小淵沢町が発注する工事の競争入札に参加するためには，建設業法２７条

の２３に規定する国土交通大臣若しくは都道府県知事による経営事項審査又は同条に準じて旧

小淵沢町が行う経営事項審査を受け，建設業者の経営状況や経営規模，技術的能力などの客

観的事項について数値により前記２８業種ごとに評価された「総合評定値」を取得する必要があ

る。許可がない業種は，「総合評定値」がない（甲７，甲１５添付の「経営規模等評価結果通知

書，総合評定値通知書」参照。弁論の全趣旨）。 

   ウ 旧小淵沢町への入札参加申請 

     さらに，旧小淵沢町が発注する工事の競争入札に参加するためには，旧小淵沢町に対

し前記経営事項審査結果を添付して入札参加資格審査申請を行うことが必要である（甲７）。 

   エ 建設業者の格付 

     旧小淵沢町では，指名競争入札制度を採用しているところ，土木一式，建築一式，電

気，管（平成１６年度までは「水道・管」とされ，平成１７年度から北杜市の基準に合わせ「管」とさ

れた。），舗装の５業種について，工事予定価格の額に応じてＡないしＤまでの等級（ランク）をつ

けて格付を行うとともに，入札参加業者についても山梨県土木部が発表した平成１７年４月１日

時点の経営事項審査における「総合評定値」に基づき，ＡないしＤまでのいずれかの等級（ラン

ク）に格付し，上記各等級に対応した請負金額の範囲内で指名選定を行うことを基本としている

（甲７，丙１）。なお，上記格付における各等級（ランク）の工事予定価格の額や経営事項審査の

数値について，平成１６年度までは旧小淵沢町独自の数値を採用していたところ，北杜市との合

併が決まったため，平成１７年度からは，北杜市の基準に沿う数値を採用した（丙１）。 

   オ 公共工事の立案，予算取り，設計図書の準備 

     工事の必要性，町の財政状況，補助金の交付予定，住民の意向等を踏まえて，公共工

事の立案，予算取り，設計図書の準備が行われた後，入札参加業者の指名が行われる。 

   カ 入札参加業者の指名 

    （ア） まず，建設課長等の所管課長が，入札参加資格のある建設業者の中から入札指名

業者の原案を作成する。 

    （イ） 次に，所管課長が，入札を行う予定の公共工事につき，その事業の概要及び入札

指名業者の原案の選定理由を町長に説明する。その際，Ａ１が比較的請負金額の低い工事（Ｃ

又はＤランクの工事で，主に町内業者が指名対象の工事）について入札参加業者に指名される

機会を均等にするという趣旨で助言することもあった（弁論の全趣旨）。 

    （ウ） その後，所管課長は，入札手続担当課である総務課長に対し，入札執行依頼書を

提出する。 

    （エ） 総務課総務財政担当の入札担当者は，入札執行の方法，現場説明会の日時，入

札日時，入札改札場所，選定された入札指名業者名等が記載された稟議文書を起案し，所管課

長，総務課長，助役，町長の決裁を仰ぎ，全ての決裁を得た場合，入札指名業者が決定される
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（弁論の全趣旨）。 

   キ 予定価格の決定 

     町長は，入札当日，入札開始時間の１時間ないし３０分前に，町長室において，助役，所

管課長，総務課長らが立ち会う中で，出納室の金庫に保管されていた金入り設計書を開封し，

予定価格を決定する。なお，旧小淵沢町は，設計価格及び予定価格を公表していなかった（弁

論の全趣旨）。 

   ク 入札方法 

     旧小淵沢町における競争入札は，予定価格を下回る入札がない場合，旧小淵沢町で再

度積算を精査して予定価格の妥当性を確認し，当初の予定価格が妥当であると判断した場合に

は，入札指名業者をすべて入れ替えて再入札する方法を採用していた。 

  （３） 平成１７年度における旧小淵沢町発注工事の落札結果等 

    旧小淵沢町は，別紙２平成１７年度落札結果表記載の各工事についてそれぞれ指名競争

入札を実施し，別紙２平成１７年度落札結果表の落札業者欄記載の各業者がそれぞれ落札し

た。各工事の落札業者の入札額，落札率（予定価格に対する落札業者の入札額の割合。なお，

小数点３桁以下は四捨五入する。）は別紙２平成１７年度落札結果表記載のとおりである（甲５，

弁論の全趣旨）。 

  （４） 監査請求 

    原告らは，平成１８年１月６日，旧小淵沢町監査委員に対し，旧小淵沢町が本件において

原告らが談合であると主張する各工事に関し，補助参加人らに対して公正な競争によって形成

されたであろう価格と現実の落札価格との差に相当する損害額の支払を請求するよう旧小淵沢

町長に勧告することを求める住民監査請求をしたが，旧小淵沢町監査委員は，同年３月１日，談

合等の行為をしたとの確証を得られず，その存在を認めることができないとして，上記監査請求

を棄却した（甲１）。 

 ３ 争点 

  （１） 談合の有無 

  （２） Ａ１旧小淵沢町長の責任 

  （３） 旧小淵沢町の損害 

 ４ 争点に関する当事者の主張 

  （１） 争点（１）（談合の有無）について 

 （原告らの主張） 

   ア Ｂ１は，別紙３損害一覧表記載の各工事について，入札指名業者である他の補助参加

人らに対し，談合，すなわち，あらかじめ入札指名業者の希望に応じて落札者及びその入札（落

札）価格を決定し，その余の入札指名業者は落札者の落札価格以上で入札する旨の合意をす

るよう働きかけてその了解を得，入札した結果，予めＢ１が決定していた入札指名業者が高い落

札率で落札した（以下「本件談合」という。）。 

     本件談合の存在を認める事実は，以下のとおりである。 

   イ 全体の落札率の急上昇，平成１７年度におけるＢ１と町外業者の落札価格総額，落札

割合及び落札率の異常な増加 

    （ア） 旧小淵沢町が，平成１６年度と平成１７年度（ただし，１１月１０日まで）に発注した工

事（測量・設計に関する入札を除く。以下，旧小淵沢町発注工事の入札については，測量・設計

に関する入札を除く。）について，Ｂ１を除く旧小淵沢町に本店を置く業者（以下「町内業者」とい

う。），Ｂ１，旧小淵沢町以外の地域に本店を置く業者（以下「町外業者」という。）の，落札率，落

札割合（落札価格を落札価格の合計により除したもの）を比較すると，別紙４の表に記載したと

おりとなる。 

    （イ） 別紙４の表によれば，次の事実が認められる。すなわち，① 平成１７年度に発注し

た工事の価格（予定価格ベース）が，年度途中であるにもかかわらず平成１６年度の約１．４倍に

増加している。② 全体の落札率が，７５．４％から９４．１％に急上昇している。③ Ｂ１を除く町

内業者が落札した工事の落札割合が，４８．９％から１８．２％に低下するとともに落札価格総額

も３分の２に減少し，落札率は４％弱低下した。すなわち，町内業者の落札した工事は平成１６年

度に比べて減っている。④ 町外業者が落札した工事の発注金額（予定価格ベース）はほぼ同じ

であるが，平成１７年度の落札率は９５．９％となり，平成１６年度から３０％以上上昇した。⑤ Ｂ

１は，平成１６年度は入札参加業者に指名されなかったのに，平成１７年度は，入札参加業者に
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指名されただけでなく，その落札割合が４０．２％にもなるとともに，その落札率は９６．６％であっ

た。 

    （ウ） 旧小淵沢町では公共工事の設計価格，予定価格が開示されておらず（ただし，設計

価格は，市販の積算ソフトウエアを利用すれば算出できる。），原則として指名入札制度を採用し

ているから，入札指名業者が正常に競争入札すれば平均８０％前後の落札率になるといわれて

いる。 

      他方，談合は，落札予定者が，予定価格の開示を受け，予定価格の範囲内で自分の

希望する落札価格を他の入札業者に提示し，その承認を得て当該価格で入札し，他の入札業

者がすべてその金額を超える価格で入札することで成立する。そのため，落札率は，９０％台後

半となることが多い。 

    （エ） しかるに，別紙４の表によれば，平成１７年度の平均落札率（落札価格の合計を予

定価格の合計により除したもの。）は，平成１６年度に比して２０％近く上昇して９５％前後になっ

ており，談合以外に上記落札率の上昇をもたらす合理的理由がないのであるから，平成１７年度

の旧小淵沢町の公共工事の一部に談合があったと推認できる。しかも，平成１７年度は平成１６

年度と対比すると，Ｂ１及び町外業者の落札価格総額，落札割合及び落札率が異常に増加して

おり，上記平均落札率が急上昇した原因となっている。したがって，平成１７年度になされたと推

認される談合は，主としてＢ１及び町外業者の間でなされたものと推認できる。 

   ウ Ａ１が旧小淵沢町長に就任するまでの旧小淵沢町における公共工事の実態 

    （ア） Ｈ１（以下「Ｈ１」という。）が旧小淵沢町長に就任する平成５年１月まで，１６年間に

わたり旧小淵沢町の町長に就任していたＩ１町長の時代においては，公共工事において談合が

横行し，その落札率は軒並み１００％近いものであり，しかもそのほとんどをＢ１が落札していた。

その手法は，３回行われる入札においてすべての入札参加業者が予定価格より高い価格で入

札し， 終的に予定価格とほぼ同額で随意契約をするという方法で落札していた。 

      Ｂ１は，選挙のたびにＩ１を強力に支援し，その見返りとして旧小淵沢町の公共工事の

談合を取り仕切り，自らの利権としていた。Ｉ１とＢ１の間を取り持ち談合に実務的に協力していた

のが，Ｉ１の甥で昭和６０年から平成４年まで７年半の長期にわたり旧小淵沢町の建設課長の地

位にあったＡ１であり，その下で長く係長をしていたのがＪ１（以下「Ｊ１」という。）である。 

    （イ） Ｈ１は，談合が旧小淵沢町に多大な損害を与え，かつ町政腐敗の原因となっている

ことから，町長に就任後，直ちに，入札制度の改革に尽力した。その結果，平均落札率はすぐに

９０％近くまで下がり，さらに制度改革が浸透した平成１５年度は８３．１％（ただし，これは建設課

担当工事だけの数字である。），平成１６年度は７５．４％となるなど顕著な改善がなされた。な

お，Ａ１及びＪ１は，Ｈ１が町長に就任していた間，公共工事の入札関係の仕事に一切関わること

がなかった。 

    （ウ） Ｂ１は，Ｈ１の就任後しばらくの間は入札参加業者として指名されていたが，次に述

べるようにＢ１の対応等に問題があったため，旧小淵沢町の職員によって入札指名業者から外

された。すなわち，Ｂ１は，Ｉ１町長の任期が切れる寸前に，発注金額を下げて議会承認を不要と

するために，橋の柱脚のひとつの工事をふたつに分けて発注させ，その下方部分を談合で落札

し，上方部分も当然に談合で落札することを予定していた。Ｈ１は，このようなＢ１のやり方を認め

ず，上方の工事を落札する予定で外そうとしなかった足場（足場を外すことは，当然，予定工事

に入っていた。）をＢ１に外させ，工事を完了させた。そして，Ｂ１が続きの工事であると主張して

談合によってさらに上方の工事の落札をする可能性が高かったので，入札指名業者から外し

た。その後，道路を掘削して下水道管を布設し，半分埋めたところで，水道管をいれ，また埋め

戻して舗装をし直すという一連の工事が，下水道工事と上水道工事に分割して発注されたことが

あった。Ｂ１は下水道工事を落札したが，旧小淵沢町を困らせるため，下水道工事と関連して進

める上水道工事を高額で入札して落札せず，他の業者もＢ１の妨害をおそれて入札しなかった

（いまだにこの上水道工事はなされていない）。その他にも，Ｂ１は，税金等の滞納，行政に対す

るあからさまな敵対的な言動を続けたこと等から，旧小淵沢町の入札参加業者に指名されること

はなかった（ただし，公民館建設については，住民の要望から入札参加業者に指名されたことが

ある。）。 

    （エ） 多選を辞退して立候補しなかったＨ１に代わり，平成１７年１月２８日，Ａ１が無投票

で旧小淵沢町長となった。なお旧小淵沢町は，北杜市と合併することになっていたから，Ａ１は

初からそれまでの限定された任期しかなかった。 
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      Ｂ１は，Ｉ１前々町長時代の再来を期して，Ａ１を熱心に擁立，支持し，Ａ１は，当選後，

Ｂ１の期待に答えるべく年度替わりを待って平成１７年４月１日にＪ１を建設課長に登用した。 

   エ Ｂ１からＡ１及びＪ１に対する入札参加業者の指示とその決定 

     前記のとおり，Ｂ１は，平成１６年度までは入札参加業者に指名されていなかったが，Ａ１

が旧小淵沢町の町長に就任後の平成１７年４月２７日から同年１１月１０日までの入札のうち，合

計３０件の工事に入札参加業者として指名された。 

     そして，Ｂ１は，Ａ１を介しあるいはＡ１の了解のもとでＪ１に対し，旧小淵沢町が発注する

ほとんどの工事について，Ｂ１が談合に応じると見込んだ（あるいは既にその了解を得た）入札

指名業者名を指示し，Ａ１は，建設課以外も含めたすべての工事の「入札指名業者案」を事実上

作成していたＪ１に対し，Ｂ１の上記指示内容に従った「入札指名業者案」を作成させ，これを決

裁し，決定した。 

     上記Ａ１又はＪ１による不正な入札参加業者の指名の存在を認める事実は，以下のとお

りである。 

    （ア） まず，旧小淵沢町の平成１６年及び平成１７年度における公共工事の入札指名業

者と落札業者を分析すると，別紙５の表のとおりとなる。 

      全体の特徴として，Ｂ１が，４業種すべてにおいて多数回（３０回）指名され，かつ１１回

落札しているとともに，平成１６年度の公共工事において入札参加業者に指名されていなかった

町外業者が平成１７年度においては多く指名され，かつ落札している。 

      ４業種のうち土木・舗装，管，建築の３グループに分けると，以下のような特徴がある。

     ａ 土木・舗装について 

      （ａ） 平成１６年度の旧小淵沢町の土木・舗装工事において入札参加業者に指名され

なかった有限会社Ｋ１（以下「Ｋ１」という。），有限会社Ｌ１（以下「Ｌ１」という。），Ｍ１株式会社（以

下「Ｍ１」という。），Ｎ１株式会社（以下「Ｎ１」という。），Ｏ１株式会社（以下「Ｏ１」という。なお，上

記５業者を「本件町外５業者」という。），Ｇ１，Ｅ１，Ｆ１，Ｃ１といった町外業者が，平成１７年度の

入札参加業者に新たに指名され，土木工事についてはＫ１，Ｌ１，Ｎ１がそれぞれ１回，Ｏ１は２

回，舗装工事についてはＦ１，Ｇ１，Ｅ１，Ｄ１，Ｃ１はそれぞれ複数回，Ｍ１は建築工事を１回，そ

れぞれ落札している。すなわち，これらの町外業者は，入札参加業者に指名され，少なくともある

業種で１回は落札させてもらえることを前提に，落札予定以外の工事においてＢ１に指示された

入札価格による入札をしたことが窺われる。 

        また，Ｋ１は，Ｂ１から多くの工事を非常に低廉な金額で請け負う一方，Ｂ１にとって

有利な条件で工事をＢ１に下請させており，Ｂ１によって支配されるような関係にある。Ｋ１は，平

成１６年１２月７日，建設業法２８条３項（贈賄）によって，同年１２月１７日から平成１７年３月１６

日までの間営業停止処分を受けているのに，旧小淵沢町は，その間になされたＫ１の入札参加

申請を受け付け，処分期間終了後直ちに同年４月２７日の第１回目の土木工事の入札参加業者

に指名している。このような措置は通常の行政運営からは著しく逸脱しており，Ｂ１の強力な指示

がない限り不可能である。 

      （ｂ） 加えて，舗装については，さらに以下のような特徴がある。 

        すなわち，同年６月８日及び１７日に行われた５回にわたる舗装工事の入札をみる

と，入札指名業者が，Ｇ１，Ｅ１，Ｄ１，Ｃ１，Ｆ１及びＢ１の６社に固定され，Ｂ１を除く５社がいずれ

も１回ずつ，９１％以上という高率の落札率で落札している。しかも舗装はその後も，上記６社を

中心にして入札参加業者の指名が行われ，すべての工事を，上記６社が独占し，高率の落札率

で落札している。 

        また，上記６社のうち，Ｂ１は，平成１５年度，１６年度の舗装工事の実績が全くなく，

Ｇ１もごくわずかである。そのためＢ１は，山梨県の有資格業者とはされていなかった。Ｂ１は，受

注した土木工事の中の舗装工事があるのでこれを下請（上請け）に出すことで経営審査事項の

「総合評定値」を取得しているだけである。 

        さらに，平成１６年度のみならず平成１７年度においても入札指名業者であったＤ１

の平成１６年度の入札金額を合計すると５５２４万円になって予定価格の９８．２％であるのに対

し，例えば，Ｄ１と同様町外業者ではあるが山梨県内に本店を持つ業者である株式会社Ｐ１の入

札金額の合計は，４６００万円で予定価格の８１．８％であることに照らせば，公正な競争をしよう

とする株式会社Ｐ１を外してＤ１を残す合理的理由は考えられない。 

        しかも，Ｂ１を除く補助参加人５社は，いずれも旧小淵沢町から遠隔地に所在し，工

5/30 ページ

2012/12/07https://www.hanreihisho.jp/cgi-bin/eoc/hanreibodyctl.cgi?DOC=/docs/HANREI/...



事施工に難点がある。 

        加えて，平成１６年度まで旧小淵沢町が発注する舗装工事の入札参加業者に指名

され，その約半数を落札したＱ１株式会社（以下「Ｑ１」という。）の代表取締役であるＲ１（以下「Ｒ

１」という。）の証言によれば，以下の事実が認められる。すなわち，Ｒ１は，平成１７年３月頃，平

成１７年度に旧小淵沢町が発注する舗装工事においても引き続き入札参加業者に指名してもら

おうとＡ１のところに行ったが，Ａ１から「小淵沢の人は富士見の業者にはお世話になっていな

い。」と言われて相手にされず，その場でＢ１の名前を出されたので，同年４月２１日頃，Ｂ１を訪

問した。Ｓ１（以下「Ｓ１」という。）は，その場で，舗装の入札参加業者としてＤ１，Ｇ１，Ｃ１，Ｆ１が

決まっており，Ｒ１を指名に加えるか否かはあとで連絡する旨述べたが，その１週間後，Ｓ１は，

Ｒ１に対して「Ｅ１さんをいれる。」と連絡してきたという事実が認められる。上記Ｒ１証言は，Ｂ１及

びその他の被告補助参加人５社が順次入札参加業者に指名され，すべての舗装工事を落札し

た事実と符合している。また，後述するＪ１が作成した「有資格建設業者格付け表」（甲３６）には，

Ｂ１を除く被告補助参加人５社の名前の横に，わざわざ印が付けられていることとも符合する。さ

らに，Ｄ１，Ｇ１，Ｃ１，Ｆ１は高率で舗装工事の入札・落札をする仲間であることも認められる。 

     ｂ 建築について 

       ３回の公共工事を落札した業者は，Ｍ１，Ｂ１，株式会社Ｔ１の３社である。Ｂ１は，３

回とも入札参加業者に指名され，そのうち別紙２平成１７年度落札結果表番号１７，４３の工事

（以下，それぞれ「本件工事１７」，「本件工事４３」という。以下，別紙２平成１７年度落札結果表

における各工事は，上記例による。）について入札資格がないにもかかわらず指名されている。 

     ｃ 管について 

       「大東豊第三配水池築造工事」を除く管工事については，管の入札資格のないＢ１が

４件について入札参加業者に指名され，うち３件を落札している。 

     ｄ 大東豊第三配水池築造工事について 

       入札に指名された共同企業体の代表者（出資割合の大きな業者）である，Ｕ１，Ｖ１，

Ｗ１，Ｚ１，Ａ２，Ｂ２は，６社がすべて同じ事件で談合による審判を受けている。また，Ｂ１に加え，

本件町外５業者のうちＯ１，Ｎ１，Ｌ１，Ｍ１及びＧ１が指名されていることがわかる。 

    （イ） Ａ１改革の不合理性 

     ａ Ａ１は，Ｈ１前町長時代には入札参加業者の決定過程に不備が多くその場その場で

Ｈ１前町長が恣意的に進めていたから全体を見直す必要があるとして，町長就任後，入札参加

業者をしっかり作るように，担当課，関係各課に指示をし，そのため課長会議で平成１７年３月ま

で入札を実行しないことを決めた。そして，Ａ１は，① 選定要項７条により長野県の業者は指名

できないとの解釈に加え「地産地消」の政治公約から，長野県の業者を入札参加業者の指名か

ら外させ，② 毎年見直すべき入札参加業者の格付がその後見直されていなかったので，北杜

市と同じ「平成１７年度基準表」に改めさせ，③ 入札参加業者数についての決まりがなかったの

で，山梨県の基準を準用することとし，これらをふまえた入札参加業者の格付の作成をＪ１に指

示した。これを受けたＪ１は，同年４月４日（月）に，Ｊ１作成文書（甲３６「有資格建設業者格付け

表（以下，この表を「本件格付表」という。）を含む。）を作成した。そして，Ａ１は，本件格付表に載

っている人たちを基準に入札参加業者を選定するよう各課に指示をしたと主張する。 

     ｂ しかしながら，Ａ１が主張する上記各改革は，後述のとおり，何ら談合防止の効果をも

たらすものではなく，むしろ低価格で受注した実績のある長野県の業者を指名から外したり，複

数の立場の者の批判，監視が行われないまま不適正な業者を本件格付表で固定化したりするこ

とは，談合を助長するものである。 

      （ａ） ①（長野県の業者を入札参加業者の指名から除外）について 

        選定要綱３条２項は，山梨県以外に本店がある業者の入札参加資格申請手続を定

めており，実際に県外の業者は，これらの手続を履践して入札参加資格を得ている。にもかかわ

らず，選定要綱７条４号の「当該工事に対する地理的条件」との文言を実際の「地理的条件」に

は関係なく，県内業者であればいいが，県外業者は指名できないと解釈しているが，このような

解釈は不合理である。現に，実際の地理的条件を検討してみると，Ｃ１，Ｄ１，Ｅ１，Ｆ１，Ｇ１こそ，

「当該工事に対する地理的条件」からすれば指名されるべきではないことが明らかである。 

        次に，「地産地消」についても，実際に地元である旧小淵沢町民が潤い，かつ税金

等として旧小淵沢町に還元されるのであれば，そういう政策もないわけではない。しかしながら，

別紙５の表によれば，実際には，Ｂ１を除く町内業者が落札した工事の落札割合が４８．９％から
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１８．２％に低下するとともに落札価格総額も３分の２に減少し，落札率も４％弱低下しており，Ｂ

１を除く町内業者の落札工事が減少している一方で，町外業者が落札した工事の発注金額（予

定価格ベース）は前年度とほぼ同じであるのに落札率が９５．９％となり３０％以上上昇してい

る。また，零細な町内業者であるＣ２及びＤ２は，平成１６年度までは入札参加業者に指名されて

いたが，平成１７年度においては，Ａ１及びＪ１が全く虚偽の理由を事後的に作り上げて入札指名

業者から外されている。かかる事実から言えることは，旧小淵沢町民の税金から多額の無駄な

工事代金が流出し，Ｂ１以外の町内業者の収入が大きく落ち込む一方で，町外業者が法外な利

得をしているということである。しかも，別紙２平成１７年度落札結果表によれば，前年度は指名

されなかったＢ１が平成１７年度に落札した工事の落札割合は４０．２％，その落札率は９６．６％

であるところ，Ｂ１は赤字業者であり，固定資産税の滞納の常習者でもあるから，旧小淵沢町に

は法人所得税や固定資産税等の納税による収入がない。 

       このように，Ａ１が主張する「地産地消」との考え方は，Ｂ１とその仲間の町外業者に

よる旧小淵沢町の財産の強奪と零細な町内業者への加害行為の手助けであって，許し難いも

のである。 

      （ｂ） ②（平成１７年度基準表の導入）について 

        「平成１６年度基準表」と「平成１７年度基準表」を比較すると，確かに山梨県の基準

は変化しているのにその変化が「平成１６年度基準表」には反映されていないので，「改訂」が行

われていなかった事実は認められるが，Ｊ１自身，それまでの旧小淵沢町の基準である「平成１

６年度基準表」に特段の不都合はなかったものの，北杜市との合併を控えていたために改めたと

証言しており，これからすれば，何の改革もない。 

      （ｃ） ③（入札参加業者数の基準制定）について 

        Ａ１は，山梨県の基準を準用することにしたと主張するが，実際にそのような規定を

設けたわけではない。むしろ，平成１７年度の入札参加業者数は平成１６年度と比較して減少し

ており，実態は「改悪」である。 

      （ｄ） 本件格付表について 

        本件格付表においては，入札参加候補業者を事実上選別する手続が曖昧であった

ため，誰がやっても同じ結果になるように，これを「改革」するために作成したことになる。 

        しかしながら，本件格付表は，以下のとおり，その内容にも，その作成手続にも，多

くの疑問がある。 

        まず，入札参加候補業者を事実上選別して入札参加業者を固定するのであれば，

その選定は，業者の能力，実績等を十分に見極め，作成手順を選定要綱に規定するなどして公

正に行う必要がある。しかしながら，Ｊ１は，旧小淵沢町への入札参加申請に基づくこともなく，ま

た，それまでの実績等も考慮することもなく，パーソナルコンピューターを使用して山梨県のそれ

ぞれのランク表を出し，その中からＪ１が知っている会社や営業に来ている会社等を基準に選定

したというのである。しかも，Ｊ１の前任のＥ２前建設課長（以下「Ｅ２」という。）も年度初めに「格

付け表」を作成して総務課長に渡していたのに，本件格付表の中にはＥ２が知らない業者が多く

入っている。 

        また，Ａ１は，「『しっかり作るように，担当課，関係各課に指示をし』，そのため課長

会議で３月まで入札を実行しないことを決めた」，平成１７年４月４日のＪ１作成文書の決裁以降

「その名簿に載っている人たちを基準に業者選定をするように各課に指示をした」と主張する。し

かしながら，同年３月末日まで指示をしたのであれば，その対象は主としてＥ２建設課長である

はずなのに，同氏はそのような指示を全く受けていない。そして実際にＡ１が指示をした相手は，

同年４月１日（金）に建設課長に就任したＪ１であり，しかもＪ１は，就業日の同月４日（月）に本件

格付表を作成したとしている。かかる事実によれば，Ａ１は，腹心のＪ１が建設課長に就任するの

を待って，即座に本件格付表を作成させたということが推認できる。さらに，Ａ１は，「名簿に載っ

ている人たちを基準に業者選定をするように各課に指示をした」というが，同年４月以降に公共

工事を発注した現業課である，教育委員会教育課長のＦ２，産業課長のＧ２，環境福祉課長のＨ

２は，誰も本件格付表のことを見たことも聞いたこともなかった。加えて，２，３月は，Ａ１があえて

指示をしなくても，工期の関係で公共工事の発注はよほど急ぐもの以外はしない。 

        しかも，土木・舗装では，町外５業者や補助参加人５社が８回から十数回指名され

ているのに対し，本件格付表に記載されているのに１回も指名されていない町外業者が十数社

もあり，管では本件格付表には１社しか記載されておらず，そのＡ３も本件工事７７について平成
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１７年基準表によれば入札参加資格がない。建築も本件格付表と実際に指名された業者が異な

っている。したがって，本件格付表は，各入札工事ごとの入札参加業者の資格を規律する役割

を果たしていなかったといえる。加えて，本件格付表にある「得点」と題する数値は，原告が把握

する経営審査事項の「総合評定値」や，平成１７年度の山梨県の「総合数値」とも全く符合しな

い。 

   オ Ａ１による工事価格の漏えいについて 

     旧小淵沢町では，「入札指名業者案」の作成時までに設計価格（単価，金額）が記載さ

れた設計書（以下「金入り設計書」という。）が作成されると，すぐに所管課長が封筒に入れて封

印し，それを出納室の金庫に保管することになっていた。平成１６年度の建設課長であったＥ２

は，建設課が所管する公共工事の設計価格は知っていたものの，建設課以外が所管する工事

の発注については全く関与していなかったので，建設課が所管する工事以外はその内容は知ら

なかった。そして，Ｈ１は金入り設計書を全く見ることなく，入札の直前になって初めて金入り設計

書の設計価格を見て，工事の難易，規模等を考慮し，その場で予定価格を決定していた。 

     これに対し，平成１７年度においては，Ｊ１が，建設課のみならず他の課が所管する工事

の発注にも関与していたので，すべての工事について金入り設計書に記載された設計価格を把

握できる立場にあった。したがって，仮にＡ１が金入り設計書を見ていなかったとしても，Ｊ１は，Ａ

１に公共工事の設計価格を伝えることが容易にできた。そして，設計価格を知ったＡ１は，この時

点で予定価格を決定し，これをＢ１に漏えいすることが可能であった。 

   カ 各工事ごとの検討 

     原告が談合であると主張する各工事について，その入札指名業者の組合せ，入札価

格，落札価格，これらと設計価格，予定価格の関係等について，検討する。 

    （ア） 土木工事について 

      平成１６年度の土木工事のうち４件は，町外業者が入札参加業者として指名されてい

るが，そのうち落札したのは２件だけであり，落札率は有限会社Ｉ２が落札した工事が６３．３％，

株式会社Ｐ１が落札した工事が７６．５％である。その他は，町内業者が落札しており，全体の落

札率は８６．６％であって，大旨，公正な競争入札が行われたものと考えられる。これに対し，平

成１７年度は，本件町外５業者及び参加人５社が入札指名業者となり，落札率は，Ｎ１が９６．

５％，Ｌ１が９７．６％，Ｏ１が９５．２％，９５．９％，Ｋ１が９４．５％であり，Ｂ１は，４件落札し，本件

工事３５を除いた本件工事３，３６及び６０の平均落札率は，９６．８％であった。他方，町内業者

の平均落札率は，８５．７％であり，平成１６年度より，若干下落している。 

      なお，Ｂ１が落札した工事のみならず，本件町外５業者が落札した５件の工事も談合に

よるものであるが，原告らは，これを本訴の対象としない。 

     ａ 本件工事３（土木）について 

       この工事は，内容が下水道工事であるから分割できるのに，あえてわずかに３０００

万円を超える工事（Ａ，Ｂランク）とした結果（証人Ｈ１），Ｂ１以外の町内業者が排除され，本件町

外５業者全社（Ｋ１，Ｌ１，Ｍ１，Ｎ１，Ｏ１）とＧ１が入札参加業者に指名された。 

       Ｂ１は，この工事を落札率９８．３％で落札し，他方，Ｂ１以外の指名業者はすべて予

定価格を超える価格で入札している。 

       これらの事実から，本件工事３について，Ｂ１の指示により入札指名業者が決定さ

れ，かつ入札に参加した全社の談合でＢ１が落札したこと，さらに予定価格が漏えいされたとい

える。 

     ｂ 本件工事３６（土木）について 

       Ｂ１が落札した本件工事３５の落札率が７２．２６％であることと対比すると，本件工事

３６の落札率は，９６．９９％もの高率であること，他の入札参加業者は，本件町外５業者及び山

梨県内の大手の業者である株式会社Ｊ２（以下「Ｊ２」という。）であることからすると，談合したも

のと推認できる。 

    （イ） 管工事について 

      水道工事は，本件工事７６を除けば，工事価格は比較的低額であり，平成１６年は以

前から入札指名業者として入札・落札の実績がある町外業者の株式会社Ｋ２（以下「Ｋ２」とい

う。）を除けば，すべて町内業者が入札・落札をし，その平均落札率は８７．１％である。これに対

し，平成１７年度のＢ１の平均落札率は，９７．５％，Ｂ１を除くその他の業者の平均落札率は，８

８．４％である。 
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     ａ 本件工事６（管）について 

       Ｂ１が落札率９６．７％で落札している。他方，他の入札業者であるＬ２及びＭ２（いず

れも町内業者）は，予定価格の３割以上の高額で入札しており，本件工事５における入札価格と

比較すると異常な入札をしている。両社は，零細な管業者であり，Ｂ１の恫喝に屈するとともに後

日の落札を期待して，談合に応じたものと推認される。また，指名業者も４社である。さらに，この

工事は管工事であるから，Ｂ１には入札参加資格がなく，仮にこれが土木工事であったとしても

ＢランクのＢ１には入札参加資格がない。 

     ｂ 本件工事１９について 

       Ｂ１の落札率は９４．３％と高率である。また，Ｂ１，有限会社Ｎ２（以下「Ｎ２」とい

う。），Ｏ１は，いずれも管の資格がなく，本件町外５業者の一つであるＮ１も，資格基準を満たし

ていない。 

     ｃ 本件工事５０について 

       Ｂ１の落札率は，９５．６％と高率である。また，Ｂ１は，管の資格がない。 

    （ウ） 舗装工事（本件工事１０，１１，１２，１３，１８，３８，３９，５４，５５，６４，６８，７９及び

８０）について 

     ａ 平成１６年度の舗装工事の入札指名業者は町外業者であるＱ１，Ｏ２土木株式会社

（以下「Ｏ２」という。），株式会社Ｐ２南諏支店（以下「Ｐ２南諏訪支店」という。），Ｑ２株式会社，株

式会社Ｐ１，Ｄ１株式会社，Ｒ２株式会社，株式会社Ｓ２（以下「Ｓ２」という。）及び株式会社Ｔ２に

固定され（途中から１社が入札を辞退している。），山梨県外の業者であるＱ１及びＰ２南諏支店

が，激しく競争してそれぞれ落札した結果，その平均落札率は５６．７％であった。 

       一方，平成１７年度は，入札指名業者がＤ１を除いてすべて入れ替わり（ただし，Ｏ２

及びＳ２は，１回だけ入札に参加している。），町外業者である被告補助参加人５社及びＢ１が入

札指名業者となり，しかも落札したのは，被告補助参加人５社及びＢ１だけであった。その落札

率は，Ｇ１が９５．６％，９４．３％。（ママ），Ｅ１が９１．６％，９５．２％，Ｄ１が９３．７％，９３．４％，

９３．４％，Ｃ１が９５．５％，Ｆ１が９５．７％，９３．７％，Ｂ１が９８．１％，９５．１％であり，平均落

札率は，９４．９％と急上昇している。このような各入札参加業者の入札金額，落札金額からして

競争が行われたといえるケースは皆無であること，両年度の舗装工事にかかるデータの統計上

の分析からも平成１７年度は，業者間に全く競争がなかったことが認められる。 

     ｂ また，前記のとおり，このような入札指名業者を変更する合理的な理由もない。 

     ｃ なお，平成１７年度の一部の舗装工事における入札指名業者のうち，Ｏ１，Ｎ１，Ｋ１

は，本件町外５業者であり，平成１６年度の入札指名業者であった大手の町外業者であるＯ２，

Ｓ２は，Ｂ１とのおつきあいから入札事務を実行したものと解され，大手業者は，ここでＢ１に協力

すれば，別の機会にいわゆる見返りを期待できると考えたものと推測される。 

       また，町内業者であるＵ２有限会社（以下「Ｕ２」という。），Ｖ２は，Ｂ１に他の工事での

落札や下請をさせてもらうために談合に参加したものである。さらに，町内業者である有限会社

Ｗ２（以下「Ｗ２」という。）は，平成１６年度は，小規模土木工事の入札参加業者として指名を受

け，何度か落札をしていたが，Ａ１町長の選挙を応援しなかったため，平成１７年度は８月まで一

度も入札参加業者として指名されなかったのでやむを得ずＢ１に屈してその指示どおりに入札を

したものと推測される。 

    （エ） 建築工事について 

      平成１６年度の建築工事は，町内業者が指名競争入札をした比較的低額の工事と，町

外業者が指名競争入札をした高額の工事に区分されるが，後者についても公正な競争が確保さ

れた結果，町外業者であるＯ２が落札率６５．０％で落札している。これに対し，平成１７年度は，

３件の高額工事のすべてにＢ１が入札指名業者として加わった結果，本件工事４３を自ら９８．

０％の落札率で落札し，町外業者であるＭ１が本件工事１７を落札率９６．５％で，株式会社Ｔ１

が本件工事４５を落札率９９．０％で落札している。なお，Ｍ１は，本件町外５業者の１つであり，

Ｂ１とともに土木・舗装においても多数入札参加業者に指名され，Ｍ１が参加した各入札工事の

落札率がいずれも高率であることは前記のとおりである。 

      原告は，上記３件の工事がいずれも談合により落札されたものと考えるが，本訴にお

いては，Ｂ１が落札した本件工事４３についてのみを請求の対象とする。そして，本件工事４３に

ついてみると，落札者であるＢ１以外の入札参加業者は，予定価格を超える高額で入札してい

る。 
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    （オ） 本件工事７６（大東豊第三配水池築造工事）について 

     ａ 「大東豊第三配水池築造工事」は，① 共同企業体による理由がないのにＢ１が高額

の工事代金からいわゆるピンハネをするために，② Ｂ１が入札に参加する共同企業体の構成

の指示・決定をし，③ Ａ１が予定価格を漏えいし，④ 初から工期が守られないことは明らか

なのに無理やりＡ１在任中に入札，落札をさせたものである。 

     ｂ まず，本件工事７６の設計価格は，２億２８２４万円，予定価格は，２億１９００万円で

あるが，各特定建設工事共同企業体（以下，特定建設工事共同企業体を「ＪＶ」という。）が提出

した見積書の工事価格及び入札価格は別紙６のとおりであった。別紙６の表によれば，すべて

のＪＶの見積書記載の工事価格が予定価格を上回り，Ｂ１及びＵ１によるＪＶ（以下「Ｓ１・Ｕ１ＪＶ」

という。）を除いては設計価格をも上回っていたが，入札に際してＳ１・Ｕ１ＪＶだけが工事価格を

減額して入札し，ただ１社，予定価格内に収まっている。このような高額の工事であるにもかかわ

らず，Ｓ１・Ｕ１ＪＶを除くすべてのＪＶの入札価格が設計価格を超えていたことに照らすと，Ｓ１・Ｕ

１ＪＶ以外のＪＶは落札する意思がなかったと理解するほかない。また，上記のようなＳ１・Ｕ１ＪＶ

と他のＪＶの入札価格の動きをみると，当初，設計価格が予定価格と誤って漏えいされたところ

入札直前に正確な予定価格が分かったためＢ１があわてて予定価格以下で入札したと推認でき

る。したがって，③Ａ１が設計価格，予定価格を漏えいしたと推認できる。 

     ｃ また，本件工事７６に関してＢ１が担当した作業はわずかである上，Ｂ１は常駐させな

ければならない専任技術者を約５分の１しか配置していないこと，下請業者とはすべてＵ１が契

約を締結していることが判明したが，これらの事実に照らせば，①③が認められる。 

     ｄ さらに，貯水槽の工事を担当するＵ１，Ｖ１，Ｗ１，Ｚ１，Ａ２，Ｂ２の６社がすべて同じ事

件で談合による審判を受けており，かねてから談合を行う関係であったといえる。また，Ｏ１，Ｎ

１，Ｌ１，Ｇ１，Ｍ１は，いずれもＢ１が第１回目に談合を行った本件工事３の入札指名業者から，

Ｋ１を除いたメンバーである。これらの事実からすれば，②も認められる。 

     ｅ そして，この工事の当初の工期は平成１８年３月７日までとされていたが，Ｓ１・Ｕ１ＪＶ

は契約直後からその工期を守る意思はなく，工事の完成は同年７月１０日頃になったこと，Ａ１と

Ｊ１はこのことを知りながら，同年２月２８日の旧小淵沢町議会で，虚偽の説明をし，同年３月３０

日まで工期を延長するという議決を得たこと，合併後の北杜市では，議会の議決が必要ないの

で，何ら問題視されることなく同年７月１０日に延期されてしまったこと，本件工事７６の下請契約

が，同年１月初めに， 終工期を同年６月末として締結されていること，現場日誌では特段の支

障なく工事が進行しており，「凍結」の影響もなく，予定どおりに工事が進行していたこと等の事

実が認められ，かかる事実からすれば，④も認められる。 

  （被告及び被告補助参加人らの主張） 

     談合があったとの原告の主張は，争う。 

  （Ａ１の主張） 

   ア 平成１７年度に旧小淵沢町が発注した公共工事の入札に際し，長野県の業者を入札指

名業者から外した理由は，Ｈ１が町長であった時代には旧小淵沢町の業者が他の自治体の指

名業者となることがほとんどなく不均衡な状態であったことから，旧小淵沢町の活性化のため，

いわゆる地産地消の考えによるものである。 

     また，工事価格は，別紙７公共土木工事費の積算体系のとおり，工事の施工に直接必

要な経費の算定については必要な労力，資材，機械の数量等について工事の実態調査により

標準的な値を決定し，この価格に機械等の運搬等施工に必要な経費や社員の給与，労務者の

交通費等の間接経費等の管理費を加える等して計算しているので，定型的に求めうるものであ

る。したがって，公共工事の設計価格は，設計図書に基づき市販の積算ソフトを利用すればほ

ぼ１００％に近い価格を算定することができる。むしろ，上記計算は極めて厳密に算定されるた

め，設計価格の８０％を下回った金額では工事に当たり管理費等を捻出することは難しく，当該

工事によって利益を上げることは困難であると一般的に言われている。原告らは，Ｈ１が町長で

あった時代に平均落札率５６．７％で落札していた長野県の業者を指名しなかったことを指摘し

談合を推認する根拠としている。しかしながら，このような価格による入札は，利益を度外視した

いわゆるダンピングに当たり，このような受注が横行した場合，建設業の健全な経営を保つこと

はできず，結果的に倒産，破産等社会不安を招くこととなりかねない。そこで，Ａ１はいわゆるダ

ンピングをしていた上記長野県の業者を指名から外したのである。したがって，このことをもって

談合を推認する一つの根拠とすることはできない。 
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   イ また，Ｂ１は，旧小淵沢町では 大手の業者でありながら，Ｈ１前町長の在任期間の１２

年間，旧小淵沢町のほとんどの工事に関して入札参加業者に指名されない状況にあった。仮に

不正行為があったとしてもこのような処置は一般的観点からして異常なものであり，正常な状態

に戻すためにＢ１を入札指名業者として復活させた。 

  （Ｂ１，Ｃ１，Ｄ１，Ｅ１，Ｆ１及びＧ１の主張） 

   ア 普及している積算ソフトを使用して設計図面等により設計価格は推認できるし，入札実

績からその減額率等が容易に推察されるという現在の業界の実情からすれば，予定価格周辺

に入札価格がひしめくことは十分あり得ることであるから，単なる入札率の高率化傾向と入札価

格が予定価格以下で近接していることだけで談合があったはずと根拠付けることには何ら合理

性がない。 

   イ また，Ｈ１前町長時代の入札率が低いと言っても，いわゆるダンピングをする業者による

入札率が低いから統計的に全体の入札率が低いのである。 

  （２） 争点（２）（Ａ１の責任） 

  （原告らの主張） 

    Ｂ１は，平成１７年度の途中までの工事のほとんどを予定価格を超えた金額で入札する一

方，落札者を除く他の入札指名業者にさらにそれより高い価格での入札を指示していること，町

内業者が落札した工事は落札率が低めであるから町内業者には予定価格が漏えいされていな

いと思われるのに対し，被告補助参加人らの落札率が高いこと，平成１６年度と比べて平成１７

年度の舗装工事における入札価格における企業間のばらつきが非常に小さいことからすれば平

成１７年度の入札は競争状態にないといえること，Ｈ１は，様々な要素から判断するとある範囲

の工事に漏えいがあったと考えていること等からすれば，平成１７年度に旧小淵沢町が発注した

工事の相当数において，設計価格，予定価格の漏えいがあったといえる。 

    また，旧小淵沢町では，「入札指名業者案」の作成時までに金入り設計書が作成される

と，すぐに所管課長が封筒に入れ封印をしたものを出納室の金庫に保管することになっていた。

平成１６年度の建設課長であったＥ２は，建設課が所管する公共工事の設計価格を知っていた

ものの，建設課以外が所管する工事の発注については全く関与していなかったので，建設課が

所管する工事以外はその内容を知らなかった。そして，Ｈ１は金入り設計書を全く見ることなく，

入札の直前になって初めて金入れ設計書の設計価格を見て，工事の難易，規模等を考慮し，そ

の場で予定価格を決定していた。これに対し，平成１７年度においては，Ｊ１が，建設課のみなら

ず他の課が所管する工事の発注にも関与していたので，すべての工事について金入り設計書に

記載された設計価格を把握できる立場にあり，仮にＡ１が金入り設計書を見ていなかったとして

も，Ｊ１は，Ａ１に公共工事の設計価格を伝えることが容易にできた。そして，設計価格を知ったＡ

１は，この時点で予定価格を決定し，これをＢ１に漏えいすることが可能であった。 

    したがって，平成１７年度に旧小淵沢町が発注した工事の相当数において，設計価格，予

定価格の漏えいがあったといえる。もっとも，設計価格は積算ソフトから近似的に算定でき予定

価格もある程度推定できることや「大東豊第三配水池築造工事」（本件工事７６）以外は漏えいさ

れた工事の範囲，漏えいの時期，態様等が特定しづらいこと等から，本訴におけるＡ１に対する

損害賠償請求に関しては，「大東豊第三配水池築造工事」（本件工事７６）について設計価格又

は予定価格を漏えいした事実のみを不法行為として主張する。 

  （被告及び被告補助参加人らの主張） 

    原告の上記主張は，否認する。 

  （３） 争点（３）（旧小淵沢町の損害）について 

  （原告らの主張） 

    Ｂ１及びＢ１を除く被告補助参加人ら５社による本件談合並びにＡ１による設計価格又は

予定価格の漏えい行為により，旧小淵沢町は，公正な競争によって形成されたであろう落札価

格と現実の落札価格との差額相当額の損害（別紙３損害一覧表の損害額欄記載の損害額）を

被った。なお，上記公正な競争によって形成されたであろう落札価格を計算するに当たっては，

おおむね公正な競争が行われていると認められる平成１６年度の平均落札率（なお，Ｂ１が落札

した工事のうち舗装工事を除く工事については，平成１６年度の舗装工事を除いた他の工事の

平均落札率）を採用すべきである。そうすると，旧小淵沢町の被った損害額は，Ｂ１が落札した工

事のうち舗装工事を除く工事については，Ｂ１の各工事の予定価格に当該工事の落札率から上

記平成１６年度の舗装工事を除いた他の工事の平均落札率を控除した割合を乗じた額に，舗装
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工事については，各工事の予定価格に当該工事の落札率から上記平成１６年度の舗装工事の

平均落札率を控除した割合を乗じた額に，それぞれ消費税相当分を加算して算出された額とな

り，具体的には，別紙３損害一覧表の損害額欄記載のとおりとなる。 

    また，被告補助参加人らの談合行為は，不法行為であるから，原告が訴訟を遂行するた

めに必要な弁護士費用として，上記損害額に１０％を上乗せして請求すべきである。 

  （被告及び被告補助参加人らの主張） 

    原告の上記主張は，争う。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 争点（１）（談合の有無）について 

   前記前提となる事実に加え，証拠（甲６，１４ないし１７，３２の１及び２，甲３５，３６，乙３，丙

１，証人Ｈ１，証人Ａ１，証人Ｊ１，証人Ｒ１，証人Ｓ１）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認

められる。 

  （１） 平成１７年度旧小淵沢町発注工事の入札に至るまでの経緯 

   ア Ｂ１の概要 

     Ｂ１は，昭和３９年に設立された株式会社であり，従業員数は二十数名，平成１８年３月

決算期の売上げが約５億２０００万円，平成１７年度の入札参加資格は，土木Ｂ，水道（管）Ｂ，建

築Ｃ，舗装Ｂのランクにある旧小淵沢町内に本店を有する業者の中では一番の建設業者である

とともに唯一の山梨県建設業協会の正会員である（甲１５ないし１７，丙１，弁論の全趣旨）。 

   イ 旧小淵沢町発注の公共工事における入札制度等の推移 

    （ア） 平成５年１月まで 

      平成５年１月まで１６年間にわたり旧小淵沢町長であったＩ１前々町長の時代には，旧

小淵沢町の公共工事の多くは，３回まで行われる入札においてすべての入札参加業者が予定

価格より高い価格で入札し， 終的にＢ１が予定価格とほぼ同額で随意契約をするという方法で

落札されており，各年度の建設課及び水道課に係る公共工事の平均請負率（落札額を予定額

で除したもの）は９９．３ないし９９．９％近くを推移していた。そして，Ｉ１前々町長の時代，Ｂ１は，

昭和５８年度の建設関係の公共工事においてその９３．４％を受注するなど，旧小淵沢町の公共

工事をほぼ独占していた（甲１４，証人Ａ１，証人Ｓ１）。 

      Ａ１は，Ｉ１前々町長の甥に当たり，昭和６０年４月１日から平成４年９月３０日まで建設

課長であった。Ｊ１は，昭和５１年４月１日から平成５年３月３１日まで建設課に勤務し，係長をし

ていた（証人Ｊ１，弁論の全趣旨）。 

      Ｈ１は，このような旧小淵沢町の公共工事における入札制度の在り方や落札状況，さ

らには数ある町内業者の中でＢ１１社が独占しているといった状況は不公平感を生じさせ問題が

あると主張し，旧小淵沢町議会議員として町議会等において上記問題をＩ１前々町長に対して追

及する等していた（甲２８）。しかし，旧小淵沢町において上記問題が改善されないため，Ｈ１は，

町長選挙に立候補した。これに対し，Ｓ１は，Ｈ１の町長選挙への立候補を反対し，対立候補を

支援していた（甲１４，３２，証人Ｓ１）。 

    （イ） 平成５年１月から平成１７年１月まで 

     ａ Ｈ１は，２度の落選の後，３度目の立候補において当選し，平成５年１月，旧小淵沢町

の町長に就任した。Ｈ１は，旧小淵沢町の入札制度の改革に着手するとともに，公務の傍ら山梨

学院大学夜間大学院において「公共工事発注における入札・契約制度の課題と展望」と題する

修士論文を作成するなど談合防止を自らの政治理念としていた。旧小淵沢町の入札制度改革

の内容は，全国的に先駆けた改革として新聞等の報道機関により報道された（甲１４）。このよう

なＨ１の政治理念の下で，旧小淵沢町は，談合を防止するため，様々な試みを行った。旧小淵沢

町が行った入札制度改革の主な内容は，以下のとおりである。 

      （ａ） 入札参加回数の限定 

        改革前は， 初の入札を含め３回まで入札を繰り返し，落札者が出ない場合は，

低価格をつけた業者と話し合い，予定価格内で随意契約を結んでいた。その結果，平成２年度

から平成４年度までの間で，建設課発注工事全体のうち毎年３６％ないし３８％の工事が随意契

約によるものであった（甲１４）。これでは，業者側は談合によって入札を不調に終わらせ，予定

価格近辺で協議による随意契約に持ち込むことも可能であった。 

        そこで，予定価格を下回る入札がない場合，旧小淵沢町で再度積算を精査して予

定価格の妥当性を確認し，当初の予定価格が妥当であると判断した場合には，入札参加業者を
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すべて入れ替えて再入札する方法に改めた。これは，同じメンバーによる入札が１回しかできな

ければ，正確な予定価格を把握していない限り予定価格に近い落札は難しいことから談合防止

に効果があるとの考えによるものであった（甲１４）。 

      （ｂ） 入札指名業者数の増加 

        改革前は町内建設会社の５社程度を指名していたが，業者同士の事前の話合いを

封じ競争性を高めるため，８ないし１２社程度に増やし，周辺地方公共団体のほか長野県の建

設会社も指名することとした。 

      （ｃ） 追加指名 

        現場説明会の席上で，町があとで指名業者を２ないし３社追加することを通告し，競

争性の向上と談合の抑制を狙った。 

      （ｄ） 見積書の提出 

        入札に対する参加者の意欲を見るために，入札時の見積書の提出を義務づけるこ

ととした。予定価格を超えていたり，意欲がないと判断した場合は，入札会場で注意を与え，入

札辞退を促すこともあり，何度このような注意をしても予定価格を５割も超える見積りを出し続け

た業者はあえて指名しないこともあった。 

     ｂ 入札制度改革の結果 

       このように旧小淵沢町が入札制度を改革した結果，平成５年度から旧小淵沢町の公

共工事の平均落札率は，別紙８のとおり減少し始め，別紙４のとおり，平成１６年度の平均落札

率は，７５．４３％となった。 

     ｃ 他方，Ａ１とＪ１は，Ｈ１が旧小淵沢町長であった時代，公共工事の入札関係の仕事に

関わることはなかった。 

       また，Ｂ１も，Ｈ１が旧小淵沢町長であった平成５年１月から平成１７年１月までの間，

平成５年度の公共工事において１，２回入札参加業者に指名されたことを除けば，旧小淵沢町

の公共工事の入札参加業者に指名されなかった。 

    （ウ） 平成１７年１月以降 

     ａ Ｈ１は，４選目に立候補しなかったため，Ｂ１の支援を受けたＡ１が，平成１７年１月２８

日，無投票で旧小淵沢町長となった。 

       Ａ１は，町長に就任後，同年３月まで公共工事の入札を実施しないことを課長会議に

おいて決定した（丙１）。 

     ｂ 平成１７年度における入札参加基準の変更等 

       Ａ１は，同年４月１日，Ｊ１を建設課長に任用した。 

       Ａ１の指示のもと，Ｊ１は，同月４日，平成１７年度における入札執行時の入札参加基

準につき，基本的には，北杜市の基準に準拠することや入札参加基準の総合数値は山梨県土

木部が発表した平成１７年４月１日現在の経営審査における総合数値によることなどを決め，総

務課長，助役，町長の決裁を仰ぎ，それぞれの決裁を得た（丙１，証人Ｊ１）。 

       平成１７年度における旧小淵沢町発注の公共工事入札参加資格基準について旧小

淵沢町が改めた事項は次のとおりである。 

      （ａ） 入札参加資格基準を北杜市の基準と統合 

        旧小淵沢町では，平成１６年度までは，土木一式，建築一式，電気，水道・管，舗装

の５業種について，工事予定価格の額に応じてＡないしＤまでの等級（ランク）をつけて格付を行

うとともに，入札参加業者についてもＡないしＤまでのいずれかの等級（ランク）に格付し，上記各

等級に対応した請負金額の範囲内で指名選定を行うことを基本としていた。そして，上記等級

（ランク）に応じた工事予定価格の額及び入札参加業者の経営事項審査の数値は，旧小淵沢町

独自の数値により作成されていた（乙２）。これに対し，平成１７年度においては，北杜市との合

併が決まったため，北杜市に合わせて「水道・管」を「管」と改めるとともに，上記格付における各

等級（ランク）の工事予定価格の額や経営事項審査の数値についても，北杜市の基準に沿う数

値を採用した。そして，上記入札基準の総合数値については，山梨県土木部が発表した平成１７

年４月１日時点の経営事項審査における「総合評定値」に基づくこととした（丙１，証人Ｊ１）。 

      （ｂ） 入札指名業者数の基準化 

        平成１６年度までは入札指名業者数について明確な基準を定める規定等が存在し

なかったため，山梨県建設工事等入札制度合理化対策要綱（乙３）に従うこととした。その結果，

指名選定業者数は，原則として以下のとおりとなった（丙１。ただし，ＪＶによる工事等の場合はこ
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の限りではない。）。 

        請負額が１，０００万円未満の場合           ５人 

        請負額が１，０００万円以上５，０００万円未満の場合  ６人 

        請負額が５，０００万円以上１億円未満の場合      ８人 

        請負額が１億円以上の場合              １０人 

      （ｃ） 本件格付表の作成 

        また，Ａ１は，Ｊ１に対し，入札参加業者の格付表の作成を指示した。これを受けて，

Ｊ１は，旧小淵沢町に対してどのような会社が入札参加資格審査申請を行っているかを全く考慮

せずに，パーソナルコンピューターにある山梨県土木部が作成した建築業者の格付表の中から

営業に来て名刺箱に名刺が入っていた業者やＪ１が知っている業者等を本件格付表に記載する

建設業者として選出した。その後，Ｊ１は，上記選出した建設業者の入札参加資格審査申請の有

無を確認し，本件格付表（甲３６）を作成した（証人Ａ１，証人Ｊ１）。 

   ウ Ｑ１の代表取締役であるＲ１は，Ｑ１が平成１６年度まで旧小淵沢町発注の舗装工事に

おける入札参加業者に指名され，その約半数を落札していたところ，平成１７年１月に旧小淵沢

町長がＨ１からＡ１に替わったため，同年３月頃，旧小淵沢町発注工事の入札参加業者に引き続

き指名してもらえるよう依頼するためにＡ１の下へ赴いた。しかし，Ｒ１は，Ａ１から「小淵沢の人

は富士見の業者にはお世話になっていない。」と言われて相手にされず，その場でＢ１とはどの

ような関係にあるかと問われた。そこで，Ｒ１は，Ｂ１に依頼すれば入札参加業者に指名される可

能性があるかもしれないと考え，同年４月２１日頃，Ｂ１の事務所へ赴き，Ｓ１に対し，旧小淵沢

町の舗装工事の入札参加業者に平成１７年度においても引き続き指名してもらえないかと依頼

した。これに対し，Ｓ１は，その場で，舗装の入札参加業者としてＤ１，Ｇ１，Ｃ１，Ｆ１が決まってい

ると述べたため，Ｒ１は，Ｑ１も仲間に入れてもらえるよう依頼したが，Ｓ１は，Ｒ１を指名に加える

か否かはあとで連絡する旨述べた。しかし，その１週間後，Ｓ１は，Ｒ１に対して「Ｒ１君の代わり

にＥ１さんをいれる。」と連絡した（証人Ｒ１。なお，Ｓ１は，上記Ｒ１証言における舗装の入札参加

業者は決まっているとの発言を否定するかのような供述をする。しかしながら，上記Ｒ１の証言内

容は，本件訴訟提起時から一貫性があるとともに，Ｒ１がＡ１の下へ訪れた経緯やＳ１の下へ訪

れた経緯も合理的で，その内容も具体的であるといえる。すなわち，Ｒ１がＳ１の下を訪ねて旧小

淵沢町発注工事の入札参加業者に富士見舗装を入れてもらえるよう依頼をしたことやＳ１を訪ね

る前にＡ１の下を訪ねたところ富士見町の業者は参加できない旨受け取れる発言があったことを

Ｓ１がＲ１から聞いたことなどの点でＳ１の証言内容とも一致している。さらに，別紙２平成１７年

度落札結果表によれば，現に平成１７年度の舗装工事のうち本件工事１０ないし１３，１８，５４の

入札参加業者は全て被告補助参加人ら６社で構成され，本件工事５５は被告補助参加人らのう

ちＦ１の代わりにＮ１が，本件工事６４はＧ１の代わりにＯ１が，それぞれ入札参加業者に指名さ

れているものの，舗装工事の入札参加業者は被告補助参加人ら６社を中心として指名され，そ

の全てを被告補助参加人らが落札し，しかもＦ１が２回，Ｇ１が２回，Ｄ１が４回，Ｃ１が２回，Ｅ１が

２回，Ｂ１が２回それぞれ落札するなどＤ１を除けば落札回数もほぼ均等に分散されており，上記

Ｒ１の証言内容はかかる結果とも符合する。加えて，Ｒ１があえて虚偽の事実を供述する理由も

窺えない。以上を総合すれば，上記Ｒ１の証言内容は採用でき，これと異なるＳ１の供述は採用

できない。） 

  （２） 平成１７年度の旧小淵沢町発注工事の入札結果等の概要 

   ア 舗装工事における入札指名業者及び落札率等 

     平成１７年度の旧小淵沢町発注工事の入札は，平成１７年４月２７日から実施され，同年

６月８日に実施された４件の舗装工事においては，いずれも補助参加人ら６社が入札参加業者

となり，Ｆ１，Ｇ１，Ｄ１，Ｃ１がそれぞれ９３．６６％ないし９６．４１％の落札率で落札した（別紙２平

成１７年度落札結果表）。また，同月１７日に実施された舗装工事の入札においても，補助参加

人ら６社が入札参加業者となり，Ｅ１が９１．５５％の落札率で落札した（別紙２平成１７年度落札

結果表）。 

   イ 入札指名業者の大幅な変更 

     また，平成１６年度及び平成１７年度の旧小淵沢発注工事における入札指名業者は，別

紙５の表のとおりであり，平成１７年度においては，町外業者が大幅に入れ替えられた（甲５，６，

３３の２）。 

   ウ 平成１６年度及び平成１７年度における平均落札率，各工事ごとの落札率等 
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     平成１６年度及び平成１７年度における旧小淵沢町発注工事の平均落札率，町内業者

の平均落札率及び落札割合，町外業者の平均落札率及び落札割合並びにＢ１の平均落札率及

び落札割合は，別紙４記載の表のとおりであり，平均落札率は，平成１６年度においては７５．４

３％であったのに対し，平成１７年度においては９４．０８％に上昇した（甲６，３３の３，甲３５，前

提となる事実，弁論の全趣旨）。 

     また，別紙４の各表によれば，町内業者の平均落札率は，平成１６年度においては８９．

０４％であるのに対し，平成１７年度においては８５．４２％と前年度に比べて若干下がったもの

のそれほど大差ない結果となった。これに対し，町外業者の平均落札率は，平成１６年度におい

ては６５．８１％であったのに対し，平成１７年度においては９５．９１％に上昇した。 

     さらに，各工事ごとの落札率は，別紙９の各表のとおり，平成１６年度における旧小淵沢

町発注工事５９件につき，① 落札率９５％以上の工事が１１件，② 落札率９０％以上９５％未

満の工事が１７件，③ 落札率８５％以上９０％未満の工事が７件，④ ８０％以上８５％未満の

工事が６件，⑤ ８０％未満の工事が１８件となっている（甲３３の３）のに対し，別紙２平成１７年

度落札結果表によれば，平成１７年度における旧小淵沢町発注の工事６８件につき，① 落札率

９５％以上の工事が２６件，② 落札率９０％以上９５％未満の工事が１７件，③ 落札率８５％以

上９０％未満の工事が７件，④ ８０％以上８５％未満の工事が６件，⑤ ８０％未満の工事が１２

件となるなど，平成１７年度において特に落札率９５％以上の工事が著しく増加しており，その内

訳をみると，町内業者は，落札率９５％以上の工事が減少しているのに対し，町外業者は，落札

率９５％以上の工事が著しく増加した。 

   エ Ｂ１の落札工事数，落札割合，平均落札率及び各工事ごとの落札率等 

     Ｂ１は，平成１７年４月２７日から開始された平成１７年度における旧小淵沢町の６８件の

公共工事のうち，３０件の工事において入札参加業者に指名され，そのうち１１件の工事を落札

し（別紙２平成１７年度落札結果表），その落札割合は，別紙４の表のとおり，４０．２０％と他の

入札参加業者に比べ突出していた。 

     そして，その平均落札率は，９６．６１％であり，その内訳をみると，別紙９の表のとおり，

① 落札率９５％以上の工事が９件，② 落札率９０％以上９５％未満の工事が１件，③ ８０％

未満の工事が１件であり，落札率８５％以上９０％未満の工事及び８０％以上８５％未満の工事

が存在しなかった。 

  （３） 前記認定事実によれば，Ｈ１が旧小淵沢町長をしていた平成１６年度の平均落札率は

７５．４３％であったのに対し，Ａ１が同町長をするようになった平成１７年度の平均落札率は９４．

０８％となっており，平成１７年度において平均落札率が約２０％も上昇している。 

    また，各工事ごとの落札率も，別紙９の各表のとおり，平成１７年度において特に落札率９

５％以上の工事が著しく増加しているとともに，その内訳をみると，町内業者は，落札率９５％以

上の工事が減少しているのに対し，町外業者は，落札率９５％以上の工事が著しく増加するなど

有意的な変化が認められる。 

    さらに，Ｂ１に至っては，１１件中９件が落札率９５％以上で落札しており，落札率９５％以

上で落札した工事が町外業者においては２５件中１２件と約半分程度であり，町内業者に至って

は３２件中５件と６分の１にも及ばないことに照らし合わせてみると，極めて特異な結果となって

いる。 

    ちなみに，日本弁護士会連合によるシンポジウム「ストップ・ザ・入札談合－あるべき入札

制度を求めて－」における松葉謙三弁護士の基調報告（甲１１の１及び２）において，① 橋梁談

合や防衛施設庁談合などにおいては落札率が９５％以上であることが多いこと，② 三重県久居

市の事件の刑事記録によれば，入札業者は「談合すると本命業者は，予定価格ぎりぎりで落札

し，談合できないと，利益ぎりぎりの予定価格の８０％程度で入札する」と供述していること，③ 

一般競争入札が導入されている宮城県と長野県では，談合が困難であるから落札率が８０％前

後であり，入札制度改革を行っている長野県では，入札参加可能業者数を原則１０社としていた

平成１３年度までの入札においては平均落札率が９７．４％であったところ，原則１００社以上の

一般競争入札制度に変更した結果，平均落札率が６５％に急落しやや過当競争となったため，

平成１６年度に７５％以下では落札させない失格価格制度を導入した結果，平成１７年度の入札

においては平均落札率が８１．６％となっているとの報告がなされている。上記基調報告による

落札率の高低から直ちに談合の有無を見極めることはできないが，落札率が高ければ高いほ

ど，談合がなされているのではないかとの疑いを持つことはできると解される。そうすると，上記
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基調報告に照らし，平成１７年度の入札状況をみると，少なくとも落札率が９５％を超える工事の

入札においては談合がなされているのではないかとの疑いを持つことができる。 

  （４） 加えて，平成１６年度と平成１７年度の入札状況を検討すると，以下のような事情の変

化が認められる。 

   ア 町長の交代 

     平成５年度ないし平成１６年度までの公共工事は，Ｈ１前町長の元でなされており，前記

認定事実のとおり，Ｈ１は，談合を防止することを自己の信念とし，旧小淵沢町の入札制度改革

に尽力していた。 

   イ 入札指名業者の大幅な変更 

     証拠（甲３２）によれば，談合をしないと確信できる業者を参加させることも談合の防止に

は効果があることが認められるから，逆に言えば，どのような業者を入札参加業者に指名するか

によって談合がしやすくなることもあるといえる。 

     ところで，別紙５の表によれば，平成１７年度の入札参加業者にＢ１が新たに指名された

ことの他，① 平成１６年度の舗装工事を全て落札していた長野県の業者が平成１７年度におい

ては指名から外されたこと，② 山梨県内の町外業者が多数入れ替えられていることが認めら

れる。 

     これに対し，上記①の事実について，被告及び被告補助参加人らは，地産地消というＡ

１の政治理念に基づくものであり，合理性がある旨主張する。確かに，他の自治体が地産地消

に基づく入札制度を採用している中で，旧小淵沢町においてのみ町外業者を町内業者と同等に

扱えば不公平感が生ずるであろうし，税金収入等の見地から地元の企業を優遇すべきであると

いう考えにも一定の合理性はあるといえる。そして，別紙４の各表によれば，町内業者の落札割

合は，平成１６年度においては４８．８８％であったのに対し，平成１７年度におけるＢ１及び町内

業者の落札割合は５８．４４％と増加しており，一見すると地産地消との政治理念を実行した結

果のようにもみえる。 

     しかしながら，別紙４記載の表によれば，上記平成１７年度の落札割合５８．４４％のう

ち，その４０．２０％はＢ１が落札しており，Ｂ１以外の町外業者の落札割合は，１８．２４％と逆に

平成１６年度に比べて大幅に減少していることが認められる。また，別紙２平成１７年度落札結果

表及び証拠（丙１）によれば，本件工事１０ないし１３，３９，５４，５５，６４，７９及び８０は，１５００

万円以下の工事であるからＢランク以上の業者であれば入札参加資格を有する工事であり，Ｕ

２，Ｗ２，Ｖ２，Ｄ２といった町内業者も入札参加資格を有するのであるから，地産地消の考えに

基づくならば，これらの業者も多数指名されて然るべきであるところ，平成１７年度に旧小淵沢町

が発注した舗装工事数が１４件ある中，Ｕ２及びＷ２はそれぞれ２回，Ｖ２は１回しか指名され

ず，Ｄ２は全く指名されていないなど不合理な結果となっている。しかも，別紙５記載の表によれ

ば，全体的にみても平成１７年度の公共工事の総数は，平成１６年度に比べて増加しているの

に，Ｂ１以外の町内業者が入札参加業者に指名される回数は減少していることが認められる。こ

れらの事実を総合すると，地産地消といっても，Ｂ１のみが優遇された結果となっており，行政の

公平・中立性の観点からみても，また，当該年度の指名及び受注状況を勘案し，指名が特定の

有資格者に偏しないように配慮するよう定められた「小淵沢町建設工事競争入札参加者の資格

及び選定要綱」（甲７）７条（６）に照らしてみても，平成１７年度において旧小淵沢町が行った入

札参加業者の指名が果たして合理性のある内容であるのか極めて疑わしいといわざるを得な

い。 

     また，② 山梨県内の町外業者についても，平成１６年度に入札に参加していた業者を

指名せず（別表５記載の表によれば，特に土木工事においてこの傾向が強く現れている。），新

たに被告補助参加人らを含む町外業者を多数指名していることについても，以下の理由から，

合理性を認めることができない。すなわち，前記認定事実によれば，Ｊ１は，本件格付表を作成

する際，旧小淵沢町に対してどのような会社が入札参加資格審査申請を行っているかを全く考

慮せずに，パーソナルコンピューターにある山梨県土木部が作成した建築業者の格付表の中か

ら営業に来て名刺箱に名刺が入っていた業者やＪ１が知っている業者を本件格付表に記載する

建設業者として選出し，その後，上記選出した建設業者の入札参加資格審査申請の有無を確認

して，本件格付表（甲３６）を作成している。また，Ｊ１は，その証人尋問の中で，平成１６年度に指

名されていた業者を指名しなかったのは，営業に来ていなかったためであると証言している。こ

のような事実及びＪ１の証言によれば，山梨県土木部が作成した格付表から指名業者を選出し
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たとはいっても，その数は極めて大量にあることを考慮すると，平成１７年度の入札参加業者を

指名する際の指針ともいうべき本件格付表は，ほとんどＪ１個人の考えに基づく取捨選択により

選出されていることが窺われる。加えて，旧小淵沢町に対してなされた入札参加資格審査申請

はもちろんのこと，これまでの旧小淵沢町発注工事における実績や会社自体の実績等をも考慮

せずに，ただ営業に来ていたという理由だけで選出するという方法が採られており，行政の執務

のやり方として果たして合理性があるのか甚だ疑問といわざるを得ない。しかも，証拠（甲２０，５

６）及び弁論の全趣旨によれば，Ｋ１は，平成１６年１２月７日，建設業法２８条３項（贈賄）によっ

て，同月１７日から平成１７年３月１６日までの間営業停止処分を受けているが，その営業停止

処分期間内に入札参加資格審査申請をし，その申請が旧小淵沢町により受け付けられ，営業

停止処分期間終了後直ちに入札参加業者に指名され，同年４月２７日の第１回目の入札にも指

名されたことが認められる（甲２０，５６，弁論の全趣旨）。このように平成１６年度には入札参加

業者に指名さえされず，しかも法令に違反する行為をするようなＫ１を何故入札参加業者に指名

したのか，その合理的な説明がない以上，Ｋ１を入札参加業者に指名したこともまた不合理であ

るというべきである。 

   ウ Ｂ１の入札参加業者への指名 

     前記認定事実のとおり，Ｈ１の前任者であったＩ１前々町長の時代には，旧小淵沢町の公

共工事の平均落札率は，９９．３％ないし９９．９％を推移しており，その大半を落札していたＢ１

は，Ｈ１が町長であった時代，旧小淵沢町の公共工事の入札参加業者に平成５年度を除き全く

指名されていなかった。しかし，Ａ１が旧小淵沢町長に就任した平成１７年度の公共工事におい

て，Ｂ１は，再び入札参加業者に指名されるようになり，その指名回数は，別紙５のとおり，６９件

の公共工事の中３０件であり入札参加業者に指名された全ての業者の中で突出していた。 

   エ 入札指名業者数の減少 

     前記（１）イ（イ）ａ（ｂ）の認定事実によれば，入札参加業者が少ないほど業者間において

話合いをすることが容易になり，ひいては談合をしやすくなるといえる。 

     ところで，前記認定事実のとおり，旧小淵沢町は，平成１７年度における入札指名業者

数について，山梨県が作成した「山梨県建設工事等入札制度合理化対策要綱」第８の指名選定

業者数を基準として決めることとした。その結果，建築の工事を除けば，平成１７年度の入札に

おいては，平成１６年度に比べ，入札指名業者数が１ないし２業者減少している入札が多かっ

た。 

   オ なお，前記認定事実のとおり，Ｈ１が町長の時代には，談合を防止する策として追加指

名や予定価格を超えた業者を注意するなどがなされていたのに対し，平成１７年度においては，

追加指名がなされた形跡は窺えない上，平成１６年度に比べ，予定価格のみならず設計価格を

も超える入札が多いにもかかわらずそのような業者に対して注意がなされた形跡も窺えない。 

   カ 以上のような事情の変化を検討しても，平成１７年度の平均落札率の急上昇を合理的

に説明できる事情の変化はない。むしろ，① 談合の阻止に意欲的であったＨ１前町長が退任し

た途端に平均落札率が急上昇していること，② 別紙４及び９の各表のとおり，平成１７年度にお

いては，平成１６年度と対比して，町外業者の平均落札率が著しく増加し，殊に落札率９５％以

上の工事の大半は平成１７年度に新たに入札参加業者に指名された町外業者による落札工事

であり，このことが平成１７年度の平均落札率を急上昇させている一つの要因となっていることが

窺え，そのような町外業者を入札参加業者に指名し，落札率が低い入札が多い町内業者の指

名を何故減少させるに至ったのか，その合理的な理由が存在しないこと，③ 入札指名業者数も

減少した結果，客観的にみればより談合が容易になし得る環境となったことなどに照らせば，平

成１７年度における入札は，談合を容易になし得る環境になっていたものとの疑いが極めて強い

というべきである。 

  （５） 以上を総合すると，特段の合理的理由がない以上，平成１７年度における旧小淵沢町

発注工事の入札には，談合により落札された工事が多数存在していたとの強い疑いが認められ

る。 

    特に，別紙４及び９の各表のとおり，平成１７年度においては，平成１６年度と対比すると，

町外業者の平均落札率が著しく増加するとともに，Ｂ１の落札割合及び平均落札率も突出してお

り，殊に落札率９５％以上の工事の大半は平成１７年度に新たに入札参加業者に指名された町

外業者及びＢ１が落札した工事であることからすれば，これが平成１７年度の平均落札率を著し

く上昇させた要因となっていることが認められる。 
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    殊に，Ｂ１に至っては，１１件中９件が落札率９５％以上で落札しているという極めて特異

な結果となっていることに加え，Ｉ１前々町長の時代における旧小淵沢町の公共工事の平均落札

率が，９９．３％ないし９９．９％で推移し，その大半を落札していたＢ１は，平均落札率が低かっ

た平成１６年度の旧小淵沢町発注工事の入札参加業者に全く指名されず，Ａ１が旧小淵沢町長

に就任した平成１７年度において，再び入札参加業者に指名され，前記のとおり平均落札率も再

び急上昇しているという一連の経緯に照らしてみると，少なくともＢ１が落札した工事の入札は，

談合によるものである疑いが極めて強いというべきである。 

  （６） これに対して，被告及び被告補助参加人らは，平成１６年度における舗装工事の落札

価格がいわゆるダンピングに当たるほど異常に低いものであったから平成１６年度の平均落札

率が低かったと主張する。しかしながら，証拠（甲３５）及び前記前提事実によれば，舗装工事を

除いた平均落札率をみても，平成１６年度は７６．７６％であるのに対し，平成１７年度における平

均落札率は９３．９６％と約１７．２％上昇していることが認められる。したがって，仮に平成１６年

度の舗装工事の落札価格が正常なものではなかったとしても，平成１７年度における平均落札

率が急激に上昇したことに変わりはなく，被告らの上記説明は，平成１７年度における平均落札

率の急激な上昇や町外業者及びＢ１の落札率が高率であることを合理的に説明するものではな

い。 

    また，被告及び被告補助参加人らは，普及している積算ソフトを使用して設計図面等によ

り設計価格は推認できるし，入札実績からその減額率等が容易に推察されるという現在の業界

の実情からすれば，予定価格周辺に入札価格がひしめくことは十分あり得る旨主張する。しかし

ながら，証拠（甲３５）によれば，積算ソフトを使用することによって設計価格を推認することがで

きるという被告らが主張する状況は平成１６年度においても変わりがないにもかかわらず，平成

１６年度の平均落札率は，舗装工事を除いたとしても７６．６％に留まっており，また，別紙９の各

表のとおり，各工事の落札率をみても落札率が９５％以上のものは平成１７年度では６８件中（設

計・測量工事を除く。）２６件と約４割近くを占めるのに対し，平成１６年度では５９件中１１件と約

２割に留まっている。これらの事実からすると，積算ソフトを使用して設計価格が推認できるとし

ても，平成１６年度における平均落札率は低いのであるから，被告及び被告補助参加人らの上

記主張は，平成１７年度における平均落札率の急激な上昇や町外業者及びＢ１の落札率が高

率であることを合理的に説明するものではない。 

  （７） そこで，以下，各工事についての談合の有無を検討する。 

   ア Ｂ１が落札した各工事について 

    （ア） 土木工事について 

      証拠（甲３３の３，証人Ｈ１）及び弁論の全趣旨によれば，土木工事の場合，予め山梨

県が定めた材料の単価や経費率を積算ソフトに組み込んで計算すると設計価格を容易に推認

できること，上記のように予め定められた経費率は３０％や４０％と建築などに比べて非常に高

いこと，平成１６年度の土木工事のうち町外業者が落札した工事の落札率は，有限会社Ｚ２が落

札した工事（番号２０）が６３．３％，株式会社Ｐ１が落札した工事（番号２８）が７６．５％であり，そ

の他は町内業者が全て落札し，その平均落札率は８９．２２％，全体の平均落札率は８６．６％で

あることが認められる。かかる事実からすれば，ある程度予定価格額を推認することができたと

しても，公正な競争がなされた入札の場合の落札率は，特段の事情がない限り，９０台後半とい

った極めて高い落札率となることはないものと推認するのが相当である（なお，橋梁談合事件や

防衛施設庁談合事件などにおいて落札率９５％以上の入札が多いとされていることも上記推認

の一事情にはなると解される。）。そこで，これらの事実を前提に以下検討する。 

     ａ 本件工事３について 

       別紙２平成１７年度落札結果表によれば，本件工事３の落札率は９８．３２％と高率で

あり，しかも，前記のとおり，平成１７年度における旧小淵沢町発注工事の入札には談合による

ものが多数存在しているとの疑いが強く，殊にＢ１が落札した工事の入札は，談合によるもので

ある疑いが極めて強い。このように，本件工事３は談合により入札されたものと推認することが

可能な状況であるにもかかわらず，被告及びＢ１は，本件工事３の入札が談合によるものではな

く正当な競争入札に基づくものであるという落札価格の積算根拠等の正当性について積極的か

つ具体的な主張反証等を行っていない。 

       しかも，土木工事の場合，予め山梨県が定めた材料の単価や経費率を積算ソフトに

組み込んで計算すると設計価格を容易に推認できるのであるから，本件工事３においては，落
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札したＢ１以外の入札指名業者６社のうち５社の入札価格はいずれも設計価格を超え，残りの１

社は，予定価格を超えていることからすると，上記６社は，もともと落札する意思が全くなかった

ものと推認することができる（後記のとおり，入札実績から設計価格からの減額率等が容易に推

察され，予定価格を推認することも可能となるとすると，落札業者以外の入札参加業者のいずれ

も落札意思がなかったということになる。）。そうすると，一般的に財政難から公共工事の発注数

自体が減少し，倒産する建設業者も増加傾向にある現状において，７社の入札参加業者のうち

６社も落札意思がなかったというのは極めて不自然であり，上記７社の入札の仕方につきその合

理的理由が認められない以上，本件工事３は談合による入札がなされたものと認めるのが相当

である。 

     ｂ 本件工事３６について 

       また，本件工事３６についても，前記のとおり，ある程度予定価格額を推認することが

できたとしても，落札率が９６．９９％というのは高率であり，しかも，前記のとおり，平成１７年度

における旧小淵沢町発注工事の入札には談合によるものが多数存在しているとの疑いが強く，

殊にＢ１が落札した工事の入札は，談合によるものである疑いが極めて強い。このように，本件

工事３６も談合により入札されたものと推認することが可能な状況であるにもかかわらず，被告

及びＢ１は，本件工事３６の入札が談合によるものではなく，正当な競争入札に基づくものである

という落札価格の積算根拠等の正当性につき積極的かつ具体的な主張反証等を行っていない。

さらに，本件工事３６の入札参加業者をみると，前記のとおり談合による入札がなされたと認めら

れた本件工事３の入札参加業者のうちＫ１がＪ２に替わり，それ以外の入札参加業者が本件工

事３と重複している。加えて，Ｊ２の入札価格をみると，他の入札参加業者がいずれも３５５万円

ないし３７４万円であるのに対し，設計価格を大幅に上回る４３０万円であるところ，土木工事の

場合，予め山梨県が定めた材料の単価や経費率を積算ソフトに組み込んで計算すると設計価

格を容易に推認できることからすれば，株式会社Ｊ２は，明らかに落札する意思がなかったもの

というべきである。そして，一般的に財政難から公共工事の発注数自体が減少し，倒産する建設

業者も増加傾向にある現状において落札意思がないというのは極めて不自然である。以上の諸

事情を総合すると，本件工事３６についても談合による入札がなされたものと認めるのが相当で

ある。 

     ｃ 本件工事６０について 

       さらに，本件工事６０についても，その落札率は９５．６０％であり，前記のとおり，平

成１７年度における旧小淵沢町発注工事の入札には談合によるものが多数存在しているとの疑

いが強く，殊にＢ１が落札した工事の入札は，談合によるものである疑いが極めて強い。このよう

に，本件工事６０も談合により入札されたものと推認することが可能な状況であるにもかかわら

ず，被告及びＢ１は，本件工事６０の入札が談合によるものではなく，正当な競争入札に基づくも

のであるという落札価格の積算根拠等の正当性につき積極的かつ具体的な主張反証等を行っ

ていない。加えて，落札業者であるＢ１以外の入札指名業者をみると，いずれも前記のとおり談

合による入札がなされたと認められる本件工事３及び本件工事３６の入札の場合と重複している

ことなどの諸事情を総合すると，本件工事６０についても談合による入札がなされたものと認め

るのが相当である。 

     ｄ これに対し，被告及び被告補助参加人らは，普及している積算ソフトを使用して設計

図面等により設計価格は推認できるし，入札実績からその減額率等が容易に推察されるという

現在の業界の実情からすれば，予定価格周辺に入札価格がひしめくことは十分あり得る旨主張

する。 

       しかしながら，証拠（甲３３の３）及び弁論の全趣旨によれば，平成１６年度の土木工

事のうち町外業者が落札した工事の落札率は，有限会社Ｚ２が落札した工事（番号２０）が６３．

３％，株式会社Ｐ１が落札した工事（番号２８）が７６．５％であり，その他は町内業者が全て落札

し，その平均落札率は８９．２２％，全体の平均落札率は８６．５８％であることが認められる。こ

れに対し，別紙２平成１７年度落札結果表及び弁論の全趣旨によれば，平成１７年度の土木工

事のうち町外業者が落札した工事の落札率は，Ｎ１が落札した工事（本件工事３７）が９６．５

１％，Ｌ１が落札した工事（本件工事４１）が９７．６％，Ｏ１が落札した工事のうち本件工事６９が９

５．１７％，本件工事８４が９５．８５％，Ｋ１が落札した工事（本件工事８３）が９４．５１％といずれ

も高率であり，上記町外業者が落札した平均落札率は９５．９２％であることが認められる。ま

た，同様にＢ１が落札した工事の落札率は，本件工事３が９８．３２％，本件工事３５が７２．２
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６％，本件工事３６が９６．９９％，本件工事６０が９５．６０％とこれも本件工事３５を除けばいずれ

も高率であり，その平均落札率は９４．１１％であるのに対し，Ｂ１以外の町内業者が落札した工

事の平均落札率は８５．７１％と平成１６年度よりも低下していることが認められる。なお，本件工

事３５は，設計価格が１４１４万９０００円，予定価格が１３７０万円であるところ，Ａ３株式会社（以

下「Ａ３」という。）の入札価格が１２３４万円，Ｂ１を除くその他４社の入札価格が１３２０万円から

１４００万円となっているのに対し，Ｂ１は，９９０万円という低価格で入札し，その落札率は７２．２

６％となっている。このような低い落札率での落札は，前記で認定してきたＢ１の落札率からする

と特異な数字である。他方，平成１７年度におけるＡ３の入札状況をみると，Ａ３が参加する入札

工事はおおむね９０％以下の落札率で落札されており，殊にＡ３が落札した工事は，いずれも７

１．４０ないし８９．６０％といった低い落札率であり，平成１６年度における入札状況も同様である

ことなどからすれば，Ａ３は談合によらず正当な競争入札を行う会社であろうと推認できる。これ

らの事実を併せ考慮すると，本件工事３５においてのみＢ１の落札率が７２．２６％となったのは，

Ｂ１がＡ３と競争入札したためであろうと推認される。 

       このように，被告らが主張する積算ソフトを使用して設計価格を容易に推認できると

いう条件は，平成１６年度も平成１７年度も変わりがなく，しかも，町内業者の平均落札率は両年

度において大差がないにもかかわらず，平成１７年度における上記町外業者及びＢ１が落札した

工事の落札率が他と比べて極めて高率であることに照らせば，被告及び被告補助参加人らの上

記主張は，何ら前記認定を覆すに足りるものではなく，他に前記各認定を左右するに足りる証拠

はない。 

     ｅ 以上によれば，本件工事３，本件工事３６及び本件工事６０は，いずれも談合による

入札がなされたものであると認められる。 

    （イ） 舗装工事について 

      証拠（甲３３の３，証人Ｈ１）及び弁論の全趣旨によれば，舗装工事の場合も土木工事

の場合と同様に予め山梨県が定めた材料の単価や経費率を積算ソフトに組み込んで計算する

と設計価格を容易に推認できること，建築工事の設計価格における経費率が１０％程度である

のに対し舗装工事の設計価格の経費率は３０ないし４０％と高く，したがって，入札参加業者の

工夫次第で設計価格に比べて入札価格を大幅に抑えることは可能であること，現に，平成１６年

度の舗装工事の落札率は，いずれも５５ないし５６％台であることが認められる。仮に被告らが

主張するように平成１６年度におけるＱ１やＰ２南諏支店の落札価格が不当に低い価格であった

としても，証拠（甲４１）及び弁論の全趣旨によれば，平成１５年度の舗装工事の平均落札率も８

１．３２％と低く，しかもＤ１は，本件工事１２，本件工事３９及び本件工事５４と同じ下水道管渠舗

装復旧工事であるにもかかわらず，平成１５年度においては６６．６３％の落札率で落札している

のに対し，平成１７年度の上記各工事においては９３．３６％ないし９３．６６％で落札していること

が認められる。かかる事実からすれば，ある程度予定価格額を推認することができたとしても，

公正な競争がなされた入札の場合の落札率は，特段の事情がない限り，９０％台となることはな

いものと思われ，殊に９０台後半といった極めて高い落札率となることは，通常はないのではな

いかと推認できる。そこで，これらの事実を前提に以下検討する。 

     ａ 本件工事６４について 

       別紙２平成１７年度落札結果表によれば，Ｂ１は，本件工事６４を９８．１１％という極

めて高い落札率で落札しているところ，前記のとおり，平成１７年度における旧小淵沢町発注工

事の入札には談合によるものが多数存在しているとの疑いが強く，殊にＢ１が落札した工事の入

札は，談合によるものである疑いが強い。このように，本件工事６４の入札は談合によるものと推

認することが可能な状況であるにもかかわらず，被告及び被告補助参加人らは，本件工事６４の

入札が談合によるものではなく，正当な競争に基づいた入札であるという落札価格や入札価格

の積算根拠等の正当性につき積極的かつ具体的な主張反証等を行っていない。 

       しかも，前記（１）ウ認定のとおり，Ｑ１の代表取締役がＳ１に対して平成１７年度の旧

小淵沢町発注の舗装工事における入札参加業者にＱ１を加えてほしい旨依頼したところ，Ｓ１

が，同年度の旧小淵沢町発注の舗装工事における入札参加業者は，Ｂ１，Ｄ１，Ｇ１，Ｃ１，Ｆ１に

決まっている旨述べ，Ｑ１も仲間に入れてもらえるよう依頼したものの，その１週間後にＳ１からＱ

１の代わりにＥ１を入れる旨連絡を受けたとの事実に加え，別紙２平成１７年度落札結果表によ

れば，同年度における初めての舗装工事の入札は平成１７年６月８日に行われ，その全てにお

いて上記認定事実の中でＳ１が名前を挙げた建設業者及びＢ１が入札参加業者に指名されてい
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ることに照らしてみると，既に同年４月２１日ころには，Ｂ１が中心となって，これから行われる予

定の旧小淵沢町が発注する舗装工事の入札における入札参加業者を決めており，これを何ら

かの方法で旧小淵沢町が行う入札参加業者の指名に反映させていたものと推認するのが相当

である。そして，このように建設業者らが自ら入札参加業者を決めるのは，他に合理的理由がな

い限り，当該工事において談合を行い，もって落札価格の低落防止等を図り，自己の利益を

大限獲得することを目的とするものと考えるのが合理的であることからすれば，Ｂ１を中心とした

補助参加人らは，平成１７年度に旧小淵沢町が発注する舗装工事の入札において，談合により

入札を行うことを企図していたと推認するのが相当である。 

       加えて，別紙２平成１７年度落札結果表によれば，平成１７年度の舗装工事のうち本

件工事１０ないし１３，１８，５４の入札参加業者は全て被告補助参加人ら６社で構成されており，

本件工事５５においても被告補助参加人らのうちＦ１の代わりにＮ１が，本件工事６４においても

Ｇ１の代わりにＯ１が，それぞれ入札参加業者に指名されていることを除けば，入札指名業者は

被告補助参加人らによって占められている。落札業者も被告補助参加人ら６社に限られ，しかも

Ｄ１が４回と突出しているものの，その他はＦ１が２回，Ｇ１が２回，Ｃ１が２回，Ｅ１が２回，Ｂ１が２

回とそれぞれ均等に分散して落札しており，証拠（甲３３の３，４１）によれば，平成１５年度の舗

装工事の入札における舗装工事の落札業者がＤ１，Ｑ１，Ｂ３と３社に限られ，平成１６年度の舗

装工事の入札においても，Ｑ１とＰ２南諏支店の２社に限られていることと対比すると，極めて不

自然である。また，証拠（証人Ｒ１，証人Ｓ１）及び弁論の全趣旨によれば，Ｄ１は舗装工事の専

門業者であり，Ｆ１，Ｃ１及びＥ１は舗装工事が主体の専門業者であるのに対し，Ｇ１及びＢ１は一

般土木が主体であって舗装工事は下請業者に依頼する必要があることが認められる。したがっ

て，Ｇ１やＢ１は，下請業者に依頼せざるを得ない点で他の舗装工事の専門業者と比べ競争力

に差異があるにもかかわらず，Ｄ１ら上記各舗装専門業者は，Ｇ１やＢ１が高率の落札率で落札

することを許容している。 

       さらに，本件工事５５における入札参加業者をみると，被告補助参加人らのうちＦ１の

代わりにＮ１が，本件工事６４においてもＧ１の代わりにＯ１が，それぞれ指名されているところ，

Ｎ１及びＯ１は，いずれも前記のとおり談合による入札がなされたと認められた本件工事３におけ

る入札参加業者であることからすれば，本件工事５５及び本件工事６４においても談合による入

札がなされたと推認するのが相当である。 

       したがって，以上の諸事情を総合すると，Ｂ１を中心とした被告補助参加人らが入札

参加業者となって落札した本件工事１０ないし１３，本件工事１８及び本件工事５４はもちろんの

こと，被告補助参加人らのうち１社を他社と入れ替えてなされた本件工事５５及び本件工事６４に

ついても，いずれも談合により入札がなされたものと認めるのが相当である。 

     ｂ 本件工事６８について 

       別紙２平成１７年度落札結果表によれば，本件工事６８は，Ｂ１が９５．０５％と高い落

札率で落札している。また，本件工事６８の入札指名業者をみると，補助参加人らのうち，Ｅ１，Ｃ

１及びＤ１が指名されていないものの，指名されたＫ１及びＯ１は，いずれも前記のとおり談合に

よる入札がなされたと認められた本件工事３の入札参加業者である。さらに，前記認定のとお

り，平成１７年度における旧小淵沢町発注工事の入札には談合によるものが多数存在している

との疑いが強く，殊にＢ１が落札した工事の入札は，談合によるものである疑いが強い。このよう

に，本件工事６８の入札は談合によるものと推認することが可能な状況であるにもかかわらず，

被告及び被告補助参加人らは，本件工事６８の入札が談合によるものではなく，正当な競争入

札に基づくものであるという落札価格や入札価格の積算根拠等の正当性につき積極的かつ具

体的な主張反証等を行っていない。したがって，上記諸事情を総合すると，本件工事６８も談合

による入札がなされたものと認めるのが相当である。 

     ｃ これに対し，被告及び被告補助参加人らは，普及している積算ソフトを使用して設計

図面等により設計価格は推認できるし，入札実績からその減額率等が容易に推察されるという

現在の業界の実情からすれば，予定価格周辺に入札価格がひしめくことは十分あり得る旨主張

する。しかしながら，前記認定のとおり，舗装工事の場合も土木工事の場合と同様に積算ソフト

により設計価格を容易に推認できるとしても，舗装工事の設計価格の経費率は３０ないし４０％と

高く，したがって，入札参加業者の工夫次第で設計価格に比べて入札価格を大幅に抑えること

は可能であり，現に，平成１６年度の舗装工事の落札率は，いずれも５５ないし５６％台である。

仮に被告らが主張するように平成１６年度におけるＱ１やＰ２南諏支店の落札価格が不当に低い
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価格であったとしても，平成１５年度の舗装工事の平均落札率も８１．３２％と低く，しかもＤ１は，

同じ下水道管渠舗装復旧工事であるにもかかわらず，平成１５年度においては６６．６３％の落

札率で落札し，平成１７年度においては９３．３６％や９３．４１％と高い落札率で落札している。こ

のように，被告らが主張するような積算ソフトを使用して設計価格を容易に推認できるという状況

は，平成１５年度ないし平成１７年度との間に変わりがなく，しかも，工事の内容にも下水道管渠

舗装復旧工事や道路舗装工事などと大差がないにもかかわらず，平成１７年度においてＤ１の

落札率や平均落札率に有意的な差がみられ，落札価格の積算根拠等平成１７年度の舗装工事

におけるＢ１ほか被告補助参加人らの上記落札率が高率となった合理的理由の説明が存在しな

い以上，積算ソフトで設計価格を容易に推認できるとの被告及び被告補助参加人らの上記主張

は，何ら前記各認定を覆すに足りるものではなく，他に前記各認定を左右するに足りる証拠はな

い。 

     ｄ 以上によれば，本件工事６４及び本件工事６８においても談合による入札がなされた

ものであると認められる。 

    （ウ） 管（水道）工事について 

     ａ 本件工事６について 

       証拠（甲３３の３，証人Ｈ１）及び弁論の全趣旨によれば，いわゆる積算ソフトによって

設計価格を推認することは可能であるが，管工事の場合も土木などと同様，予め定められた経

費率が建築などに比べて非常に高いことが認められ，その分，業者間の工夫によって落札率を

低くすることが可能であり，現に平成１６年度における管工事の平均落札率は，８７．０７％に止

まり，うち町内業者が落札した工事の平均落札率は８７．１９％であることが認められる。これに

対し，別紙２平成１７年度落札結果表及び弁論の全趣旨によれば，平成１７年度の管工事のうち

Ｂ１が落札した工事の落札率は，本件工事６が９６．７０％，本件工事１９が９４．３４％，本件工事

５０が９５．５６％といずれも高率であり，その平均落札率は９５．５６％であるのに対し，Ｂ１以外

の町内業者が落札した工事の平均落札率は８４．２６％と平成１６年度よりも低下しており，Ｂ１と

約１０％の開きがあることが認められる。このように，町内業者の平均落札率は平成１６年度の

みならず平成１７年度においても８０％台であることからすれば，ある程度予定価格額を推認す

ることができたとしても，真実当該管工事の受注を目指して入札指名業者間において競争がなさ

れた場合の落札率は，特段の事情がない限り，町内業者の平均落札率のように８０％台に止ま

り，殊に９５％以上といった極めて高い落札率となることは，通常はないのではないかと推認され

る。しかも，同じ旧小淵沢町内を本拠地とするにもかかわらず，Ｂ１の各落札率と上記町内業者

の平均落札率等に有意的な差がみられるところ，Ｂ１においてかかる有意的な差につき合理的

な説明がなされていない。さらに，本件工事６の落札率は９６．７０％と高い落札率であるところ，

前記のとおり，平成１７年度における旧小淵沢町発注工事の入札には談合によるものが多数存

在しているとの疑いが強く，殊にＢ１が落札した工事の入札は，談合によるものである疑いが極

めて強い。このように，本件工事６の入札は，談合によるものと推認することが可能な状況であ

るにもかかわらず，被告及びＢ１は，本件工事６の入札が談合によるものではなく，正当な競争

入札に基づくものであるという落札価格の積算根拠等の正当性につき積極的かつ具体的な主張

反証等を行っていない。 

       加えて，別紙２平成１７年度落札結果表によれば，本件工事６においては，落札した

Ｂ１以外の入札指名業者３社のうち１社は入札を辞退しており，他の２社はいずれも設計価格を

大幅に超えた価格で入札しているところ，前記のとおり，積算ソフトで設計価格を容易に推認で

きるとするならば，設計価格を大幅に上回ることはないはずであり，それを大きく超えた上記２社

は，そもそも落札する意思がなかったものと認めるのが相当である。そして，Ａ１が平成１７年１

月に旧小淵沢町長に就任してから４月に至るまでの間，旧小淵沢町では公共工事を発注してお

らず，本件工事６は，旧小淵沢町が平成１７年度において初めて発注する工事の入札であること

や既に述べているように今日の財政難から公共工事の発注数自体が減少し，倒産する建設業

者も増加傾向にある現状からすれば，どの業者も通常は落札に意欲的であるはずであり，落札

したＢ１以外の入札参加業者全てが落札する意思を有していなかったというのは極めて不自然

であるというべきである。そして，証拠（甲４１）によれば，Ｂ１は，旧小淵沢町における 大手の

業者であり，他の入札参加業者であるＬ２やＭ２がＢ１の意向を無視できない環境にあることは

容易に推測がつき，これらの諸事情を総合すると，本件工事６については，談合による入札がな

されたものと認めるのが相当である。 
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     ｂ 本件工事１９について 

       前記ａのとおり，平成１６年度における管工事の平均落札率並びに平成１６年度及び

平成１７年度における町内業者の平均落札率が８４ないし８７％に止まっているのに対し，平成１

７年度においてＢ１が落札した本件工事１９の落札率は９４．３４％と前記の平成１６年度及び平

成１７年度における町内業者の平均落札率よりも７ないし１０％近く高い。そして，前記ａのとお

り，同じ旧小淵沢町内を本拠地とするにもかかわらず，Ｂ１の各落札率と上記町内業者の平均

落札率等に有意的な差がみられるところ，Ｂ１においてかかる有意的な差につき合理的な説明

がなされていない。また，平成１７年度における旧小淵沢町発注工事の入札には談合によるもの

が多数存在しているとの疑いが強く，殊にＢ１が落札した工事の入札は，談合によるものである

疑いが極めて強い。このように，本件工事１９についても，談合により入札されたものと推認する

ことが可能な状況であるにもかかわらず，被告及びＢ１は，本件工事１９の入札が談合によるも

のではなく，正当な競争によるものであるという落札価格の積算根拠等の正当性につき積極的

かつ具体的な主張反証等を行っていない。さらに，別紙２平成１７年度落札結果表，証拠（甲３３

の３）及び弁論の全趣旨によれば，本件工事１９の入札指名業者は４社と旧小淵沢町が発注す

る平成１６年度の管工事の入札や平成１７年度の他の工事に比して少ないこと，落札業者である

Ｂ１以外の入札参加業者をみても，Ｎ１，Ｏ１は，前記のとおり談合による入札がなされたものと

認められた本件工事３の入札における入札参加業者であることが認められる。加えて，残り１社

のＮ２は，経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（甲１５。なお，Ｂ１の審査基準日は，

平成１７年３月３１日であり，Ｎ２の審査基準日は，平成１６年８月３１日である。）によれば，自己

資本額の数値がＢ１よりもはるかに低く（Ｂ１が１９７，４８３，０００円であるのに対し，Ｎ２は，１４，

７０６，０００円と１０倍以上の開きがある。），また，建設業従事職員数もＢ１には及ばないほど少

なく（Ｂ１が２６人であるのに対し，Ｎ２は８人となっている。），さらには，Ｎ２は，経営状況の安全

性点数や健全性点数もマイナスをなっているなど，零細な建設業者であることが窺える。そして，

前記認定のとおり，Ｂ１は，町内業者に対して強い影響力を有することからすれば，Ｎ２は，Ｂ１

の意向を無視することが困難な状況にあったと推認できる。 

       以上の諸事情を総合すると，本件工事１９も談合により入札がなされたものと認める

のが相当である。 

     ｃ 本件工事５０について 

       前記ａで述べたとおり，真実当該管工事の受注を目指して入札指名業者間において

競争がなされた場合の落札率は，特段の事情がない限り，町内業者の平均落札率のように８

０％台に止まり，殊に９５％以上といった極めて高い落札率になることは通常はないのではない

かと推認できるところ，Ｂ１は，本件工事５０を９５．５６％という高い落札率で落札している。しか

も，同じ旧小淵沢町内を本拠地とするにもかかわらず，Ｂ１の本件工事を含めた管工事の各落

札率がいずれも９５％前後と高い落札率であり，上記町内業者の平均落札率等と対比すると上

記のような有意的な差がみられる。さらに，前記のとおり，平成１７年度における旧小淵沢町発

注工事の入札には談合によるものが多数存在しているとの疑いが強く，殊にＢ１が落札した工事

の入札は，談合によるものである疑いが極めて強い。このように，本件工事５０の入札について

も，談合によるものと推認することが可能な状況であるにもかかわらず，被告及びＢ１は，本件工

事５０の入札が談合によるものではなく，正当な競争に基づくものであるという落札価格の積算

根拠等の正当性につき積極的かつ具体的な主張反証等を行っていない。加えて，入札参加業

者についてみても，Ｋ２，Ｌ２，Ｍ２という前記のとおり談合による入札がなされたものと認められ

た本件工事６の入札における入札指名業者と一致しており，残り１社の有限会社Ｃ３（以下「Ｃ３」

という。）は，経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（甲１５。なお，Ｂ１の審査基準日

は，平成１７年３月３１日であり，Ｃ３の審査基準日は，平成１７年７月３１日である。）によれば，

自己資本額の数値がＢ１に比べて極めて低く（Ｂ１が１９７，４８３，０００円であるのに対し，Ｃ３

が，マイナス２５，３０５，０００円と大きな開きがある。），また，建設業従事職員数もＢ１には遠く

及ばず（Ｂ１が２６人であるのに対し，Ｃ３６人である。），さらには，Ｃ３は，経営状況の安全性点

数や健全性点数もマイナスになっていて，零細な建設業者であることが窺えるところ，前記認定

のとおり，Ｂ１が町内業者に対して強い影響力を有することからすれば，Ｃ３はＢ１の意向を無視

することが困難な状況であったと推認できる。 

       以上の諸事情を総合すると，本件工事５０も談合により入札がなされたものと認める

のが相当である。 
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     ｄ これに対し，被告及び被告補助参加人らは，普及している積算ソフトを使用して設計

図面等により設計価格は推認できるし，入札実績からその減額率等が容易に推察されるという

現在の業界の実情からすれば，予定価格周辺に入札価格がひしめくことは十分あり得る旨主張

する。 

       しかしながら，前記認定のとおり，いわゆる積算ソフトによって設計価格を容易に推認

できるとしても，管工事の場合も，土木などと同様，予め定められた経費率が建築などに比べて

非常に高く，したがって，建設業者間の工夫次第で設計価格に比べて入札価格を大幅に抑える

ことは可能であり，現に平成１６年度における管工事の平均落札率は，８７．０７％に止まり，うち

町内業者が落札した工事の平均落札率は８７．１９％である。このように，被告らが主張する積

算ソフトで設計価格を容易に推認できるという条件は平成１６年度も平成１７年度も変わりがな

く，しかも，両年度の町内業者の平均落札率には大差がないにもかかわらず，平成１７年度にお

けるＢ１が落札した工事の落札率は，前記のとおり，いずれも９５％前後であり，他と比べて極め

て高率である。さらに，証拠（甲３３の３）及び別紙２平成１７年度落札結果表によれば，平成１６

年度及び平成１７年度のいずれにおいても，落札した工事の全てにおいて９５％前後と高率の落

札率であった落札業者はＢ１以外には存在しないことが認められる。以上の事実に照らしてみれ

ば，積算ソフトを使用して設計価格を容易に推認できることから入札価格が予定価格周辺になる

ことがあり得るとの被告及び被告補助参加人らの上記主張は，何ら前記各認定を覆すに足りる

ものではなく，他に前記各認定を左右するに足りる証拠はない。 

     ｅ 以上によれば，本件工事６，本件工事１９及び本件工事５０においても談合による入

札がなされたものであると認めるのが相当である。 

    （エ） 建築工事（本件工事４３）について 

      別紙２平成１７年度落札結果表によれば，本件工事４３を９７．９８％という高い落札率

でＢ１が落札したのに対し，Ｂ１以外の入札参加業者７社のそれぞれの入札価格は，いずれも設

計価格を１６６万ないし６６６万円と大幅に超過している。 

      これについて，被告及び被告補助参加人らは，普及している積算ソフトを使用して設計

図面等により設計価格は推認できるし，入札実績からその減額率等が容易に推察されるという

現在の業界の実績からすれば，予定価格周辺に入札価格がひしめくことは十分あり得る旨主張

する。 

      しかしながら，被告らが主張するように積算ソフトを使用することにより設計価格を容易

に推認できるとすると，Ｂ１以外の入札参加業者７社の入札価格がいずれも設計価格を大幅に

超えていたことからすれば，上記７社は，そもそも本件工事４３を落札する意思を有していなかっ

たものと推認するのが相当である。そして，今日の財政難から公共工事の発注数自体が減少

し，倒産する建設業者も増加傾向にある現状において，本件工事４３のような高額の工事の入

札参加業者に指名されながら，落札業者であるＢ１を除く上記７社の入札参加業者のいずれも

が本件工事４３を落札する意思を有していなかったというのは極めて不自然である。したがって，

本件工事４３は，談合による入札であると推認せざるを得ないということになり，積算ソフトを使用

すれば本件工事４３の設計価格を推認できるとの被告及びＢ１の上記主張をもってしても，何ら

この推認の妨げとなるものではない。 

      しかも，前記のとおり，Ｂ１は，平成１７年４月２７日から始まった平成１７年度旧小淵沢

町発注工事の入札において，本件工事３５を除いて，談合を繰り返し行ってきていることが認め

られる。他方，前記認定のとおり，Ｂ１は，本件工事３５においてのみ，７２．２６％と他の工事に

比べて極端に低い落札率で落札しているが，これは，Ｂ１と同様に予定価格より低い価格で入札

したＡ３と競争入札したためであろうと推測されるところ，本件工事４３においては，本件工事３５

のような競争入札がなされた事情も窺えない。このように，本件工事４３の入札も談合によるもの

と推認することが可能な状況であるにもかかわらず，被告及びＢ１は，本件工事４３の入札が談

合によるものではなく，正当な競争に基づくものであるという落札価格の積算根拠や他の入札参

加業者の入札価格の積算根拠等の正当性につき積極的かつ具体的な主張反証等を行っていな

い。 

      したがって，以上の諸事情を総合すると，本件工事４３も談合により入札がなされたも

のと認めるのが相当である。 

    （オ） 本件工事７６（大東豊第三配水池築造工事）について 

     ａ 別紙２平成１７年度落札結果表によれば，本件工事７６は，Ｓ１・Ｕ１ＪＶが９８．７２％と
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いう高い落札率で落札しており，談合による入札があったのではないかとの疑いが強い。 

       これに対し，被告及び被告補助参加人らは，普及している積算ソフトを使用して設計

図面等により設計価格は推認できるし，入札実績からその減額率等が容易に推察されるという

現在の業界の実績からすれば，予定価格周辺に入札価格がひしめくことは十分あり得る旨主張

する。 

       しかしながら，別紙２平成１７年度落札結果表をみると，入札参加業者６社のうちＳ１・

Ｕ１ＪＶ以外の入札参加業者の入札価格はいずれも設計価格を超過しており，被告らの主張する

ように積算ソフトを使用すれば設計価格を推認できるとするならば，上記Ｓ１・Ｕ１ＪＶ以外の入札

参加業者は，いずれもそもそも本件工事７６を落札する意思がなかったものと推認するのが相当

である。そして，前記のとおり，今日の財政難から公共工事の発注数自体が減少し，倒産する建

設業者も増加傾向にある現状において，本件工事７６のような設計価格が２億２８２４万円もする

高額の工事の入札参加業者に指名されながら，落札業者を除く全ての入札参加業者が落札す

る意思がなかったというのは極めて不自然かつ不合理である。このような事情に鑑みると，本件

工事７６は，談合による入札ではないかとの疑いが強いというべきである。なお，証人Ｊ１は，積

算ソフトにより本件工事７６の設計価格を推認することが難しい旨被告及び被告補助参加人らの

上記主張内容に反する供述をする。しかしながら，この供述を前提とすると，逆に，Ｓ１・Ｕ１ＪＶの

みが９７．７２％という予定価格に極めて近い落札率で落札できたのか疑問が生ずるところであ

る。 

       そして，証拠（証人Ｈ１，証人Ｊ１）及び弁論の全趣旨によれば，本件工事７６における

各入札参加業者が提出した見積書の工事原価，一般管理費及び工事価格並びに実際に入札し

た際の入札価格は別紙６記載の表のとおりであることが認められ，これによれば，入札参加業

者６社のうち５社の見積価格が設計価格を超え，見積価格をそのまま入札価格としているのに

対し，Ｓ１・Ｕ１ＪＶのみが設計価格を下回る見積価格を提出し，しかも入札時には上記見積価格

を１３００万円も値引きした価格を入札価格とした結果，予定価格以下に収まり落札していること

が認められる。このように，Ｕ１・Ｓ１ＪＶは，本件工事７６の入札において，値引きをしてまで予定

価格に近い入札価格を決める一方，その他の入札参加業者は全く値引きをしておらず，このよう

な他の入札参加業者の入札態度は真実落札する意思に基づく入札であったといえるのか極め

て疑問であるといわざるを得ない。上記のような諸事情を勘案すると，Ｓ１・Ｕ１ＪＶは，設計価格

あるいは予定価格を知りうる状況にあったのではないかと推認できる。 

       そして，証拠（甲２１）及び弁論の全趣旨によれば，ＪＶのうち貯水槽の工事を担当す

るＵ１，Ｖ１，Ｗ１，Ｚ１，Ａ２及びＢ２の６社は，平成１６年１１月１８日，公正取引委員会により，独

占禁止法（平成１７年法律第３５号による改正前のもの。以下「法」という。）４９条１項に基づき審

判開始決定を受けたことが認められるところ，審判開始決定の内容は次のとおりであった。すな

わち，上記６社を含むプレストレスト・コンクリート工事業を営む２０社近くの建設業者は，遅くとも

平成１３年４月１日ころから平成１６年３月３１日ころまでの間，国土交通省が関東地方整備局及

び近畿地方整備局や福島県が発注においてプレストレスト・コンクリート工業として競争入札の

方法により発注する橋梁の新設工事について，受注価格の低落を図るために，① 上記建設業

者間の話合い等により受注すべき者（以下「受注予定者」という。）を決定する，② 受注すべき

価格は，受注予定者が定め，受注予定者以外の者は，受注予定者がその定めた価格で受注で

きるよう協力する旨の合意の下に，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにし，そ

の結果，公共の利益に反して，関東地方整備局発注の上記橋梁工事の取引分野における競争

を実質的に制限していたものであって，これは，法２条６項に規定する不当な取引制限に該当

し，法３条に違反するというものである。上記審判開始決定を受けた事実及びこれに対して被告

らが何ら反論していないことからすれば，上記審判開始決定事実は，審決においても認められた

ものと推認される。そうすると，本件工事７６においても受注調整が行われたと推認しても不自然

ではない。 

       さらに，別紙２平成１７年度落札結果表によれば，ＪＶを構成する他の建設業者であ

るＢ１，Ｏ１，Ｎ１，Ｇ１，Ｌ１及びＭ１は，いずれも旧小淵沢町における平成１７年度の公共工事に

おいて新たに入札参加業者に指名され，Ｇ１は本件工事１１の舗装工事を９５．６３％，本件工事

５５の舗装工事を９４．３１％で，Ｍ１は本件工事１７の建築工事を９６．５０％で，Ｎ１は本件工事

３７の土木工事を９６．５１％で，Ｌ１は本件工事４１の土木工事を９７．５７％で，Ｏ１は本件工事６

９の土木工事を９５．１７％，本件工事８４の土木工事を９５．８５％でそれぞれ高い落札率で落札
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するなど，平成１７年度旧小淵沢町発注工事の中で１回以上落札し，その落札率もいずれも９

４％以上と高率であり，平成１６年度の公共工事において，９５％以上の落札率で落札された工

事の入札参加業者すべてが他の工事で９４％以上の落札率でいずれも落札しているといった状

況は認められない（甲３３の３）ことに照らせば，Ｂ１，Ｏ１，Ｎ１，Ｇ１，Ｌ１及びＭ１の間で受注調整

が行われたのではないかと推認できる。そして，Ｎ１，Ｏ１及びＬ１は，前記のとおり，談合による

入札がなされたものと認められた本件工事３の入札参加業者であること，Ｇ１は，前記のとおり，

談合による入札がなされたものと認められた本件工事１０ないし１３，１８といった舗装工事にお

ける入札参加業者の一社であり，Ｍ１は，談合により入札がなされたものと認められた本件工事

４３における入札参加業者の一社であることからすれば，本件工事７６においても談合がなされ

たと推認しても不自然ではない。 

       このように，① 落札率が９７．７２％と高率であること，② 他のＪＶは真実落札する

意思が窺えないこと，③ Ｓ１・Ｕ１ＪＶは設計価格あるいは予定価格を知りうる状況にあったと推

認できること，④ Ｕ１，Ｖ１，Ｗ１，Ｚ１，Ａ２及びＢ２の６社は，他の公共工事において談合を行っ

ていたことが認められたこと，⑤ Ｂ１，Ｏ１，Ｎ１，Ｇ１，Ｌ１及びＭ１は，平成１７年度の旧小淵沢

町における公共工事において，必ず１回以上９４％以上の高い落札率で落札し受注調整がなさ

れたことが窺えることなどを総合すると，本件工事７６の入札は談合によるものであると強く推認

されるにもかかわらず，被告及びＢ１は，前述した値引き額である１３００万円という数額はいか

なる根拠に基づくものであるのかといった落札価格の積算根拠や他のＪＶの落札価格がいずれ

も設計価格を超過していることにつきそれを納得させるに足りる合理的な理由等の積極的かつ

具体的な主張反証を行っていない。そして，前記のとおり，平成１７年度における旧小淵沢町発

注工事の入札には談合によるものが多数存在しているとの疑いが強く，殊にＢ１は，前記のとお

り，平成１７年４月２７日から始まった旧小淵沢町における入札において本件工事３５を除いたい

ずれの工事も談合により落札してきていると認められることなどの諸事情を総合すると，本件工

事７６についても談合による入札がなされたものと認めるのが相当である。 

   イ その他の補助参加人らが落札した舗装工事について 

    （ア） 本件工事１０ないし１３，本件工事１８，本件工事５４，本件工事５５及び本件工事８０

について 

      前記認定のとおり，本件工事１０ないし１３，本件工事１８，本件工事５４及び本件工事

５５についても，いずれも談合による入札がなされたものと認めるのが相当である。また，本件工

事８０についても，その落札率は９３．７０％と高率であり，Ｂ１が入札参加業者の中に入っていな

いものの，その他の入札指名業者は本件工事１０ないし１３，本件工事１８及び本件工事５４と全

く同じ被告補助参加人らで構成されて，いずれも談合により入札されたものと認められることか

ら，特段の事情がない限り，本件工事８０も談合により入札がなされたものと認めるのが自然で

あり，かかる特段の事情の存在も特に窺えない以上，本件工事８０においても談合がなされたも

のと認めるのが相当である。 

    （イ） 本件工事３８について 

      前記の舗装工事の冒頭で認めたとおり，積算ソフトによりある程度予定価格額を推認

することができるとしても，真実当該舗装工事の受注を目指して入札指名業者間において競争

がなされた場合の落札率は，特段の事情がない限り，９０％台となることはないものと思われ，

殊に９０台後半といった極めて高い落札率となることは，通常はないのではないかと推認できる。

しかるに，別紙２平成１７年度落札結果表によれば，本件工事３８は，Ｅ１が９５．１８％と高い落

札率で落札しており，前記のとおり，平成１７年度における旧小淵沢町発注工事の入札には談

合によるものが多数存在しているとの疑いが強く，殊に平成１７年度に新たに入札参加業者に指

名された町外業者及びＢ１が落札した工事の入札は，平均落札率が平成１７年度において著しく

上昇した要因となっていることが窺える。このように，本件工事３８の入札は談合によるものと推

認することが可能な状況であるにもかかわらず，被告及び被告補助参加人らは，本件工事３８の

入札が談合によるものではなく，正当な競争に基づくものであるという落札価格や入札価格の積

算根拠等の正当性につき積極的かつ具体的な主張反証等を行っていない。また，本件工事３８

の入札指名業者をみると，被告補助参加人らのうち，Ｂ１，Ｆ１及びＧ１が指名されていないもの

の，指名されたＷ２，Ｕ２及びＶ２は，いずれも町内業者である。そして，Ｂ１は旧小淵沢町の中で

一番の建設業者であり，既に平成１７年４月２１日ころには，Ｂ１が中心となって，これから行われ

る予定の旧小淵沢町の舗装工事における入札参加業者を決めていたことなどの前記認定事実
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によれば，Ｂ１が平成１７年度旧小淵沢町発注の舗装工事における談合の成立に主導的役割を

果たしていることが窺える。そして，経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（甲１５。な

お，Ｂ１の審査基準日は，平成１７年３月３１日，Ｗ２の審査基準日は，同年６月３０日，Ｕ２の審

査基準日は，平成１６年９月３０日，Ｖ２の審査基準日は，同年１２月３１日である。）によれば，Ｗ

２の自己資本額の数値はＢ１に比べてはるかに低く（Ｂ１が１９７，４８３，０００円であるのに対し，

Ｗ２は，５，６７１，０００円と３０倍以上の開きがある。），Ｕ２もかなり低く（Ｕ２は，６７，８８１，０００

円と約３倍の開きがある。），Ｖ２に至っては遠く及ばない（Ｖ２は，マイナス７，９５０，０００円であ

る。）。また，建設業従事職員数もＷ２，Ｕ２及びＶ２はＢ１の職員数にはるかに及ばない（Ｂ１が２

６人であるのに対し，Ｗ２は６人，Ｕ２は６人，Ｖ２は４人となっている。）。さらに，Ｗ２及びＶ２は，

経営状況の安全性点数や健全性点数がマイナスになっていることが認められる。したがって，Ｗ

２，Ｕ２及びＶ２は，Ｂ１と比較すると，零細な建設業者であることが窺え，前記認定のとおり，Ｂ１

は，町内業者に対して強い影響力を有することをも併せ考えれば，Ｗ２，Ｕ２及びＶ２は，Ｂ１の意

向を無視することが困難な状況にあったと推認できる。そうすると，町内業者が入札指名業者の

中に含まれていたとしても，本件工事３８の入札は談合によるものであるとの前記推認を妨げる

事情にはならない。 

      以上の諸事情を総合すると，本件工事３８も談合により入札がなされたものと認めるの

が相当である。 

    （ウ） 本件工事３９について 

      前記の舗装工事の冒頭で認めたとおり，積算ソフトによりある程度予定価格額を推認

することができるとしても，特段の事情がない限り，落札率が９０％といった極めて高率となること

は，通常はないのではないかと推認できる。殊に，前記認定のとおり，Ｄ１は，旧小淵沢町が平

成１５年度に発注した舗装工事の入札において，落札した２件の工事のいずれも６６ないし６７％

の落札率で落札しているところである。しかるに，別紙２平成１７年度落札結果表によれば，本件

工事３９は，Ｄ１が９３．３６％と高い落札率で落札しており，しかも，前記認定のとおり，Ｄ１は，平

成１７年度旧小淵沢町発注の舗装工事の入札において，Ｂ１，Ｃ１，Ｅ１，Ｇ１，Ｆ１とともに談合を

繰り返し行ってきており，これらの事情からすれば，本件工事３９の入札は談合によるものと推認

することが可能な状況であるにもかかわらず，被告及び被告補助参加人らは，本件工事３９が談

合によるものではなく，正当な競争に基づくものであるという落札価格や入札価格の積算根拠等

の正当性につき積極的かつ具体的な主張反証等を行っていない。また，本件工事３９の入札参

加業者をみると，被告補助参加人らのうち，Ｂ１及びＣ１が指名されており，その他の入札参加業

者をみると，Ｏ１は，前記のとおり談合による入札がなされたものと認められた本件工事３の入札

における入札参加業者である。さらに，Ｏ２及びＳ２は，いずれも甲府市の建設業者であるとこ

ろ，証拠（甲１７）及び弁論の全趣旨によれば，山梨県建設業協会の会長を務めたこともあるＳ２

の相談役が，平成１８年１月に，山梨県東八代郡豊富村（なお，豊富村は，同年２月２０日，中央

市に合併された。）の排水溝工事に関し，山梨県建設業協会の副会長や理事，豊富村長ととも

に逮捕されていること，山梨県建設業協会は，平成６年にも大規模な談合を行ったことで公正取

引委員会から排除勧告を受けたこと，本件工事３９の入札指名業者であるＢ１，Ｏ２，Ｓ２，Ｄ１，

Ｃ１及びＯ１は，いずれも山梨県建設業協会の会員であることが認められ，かかる事実を考慮す

ると，Ｏ２及びＳ２といった町外業者が入札参加業者の中に含まれていたとしても，本件工事３９

の入札が談合によるものであるとの前記推認を妨げる事情にはならない。 

      以上の諸事情を総合すると，本件工事３９も談合により入札がなされたものと認めるの

が相当である。 

    （エ） 本件工事６７について 

      証拠（証人Ｈ１）及び弁論の全趣旨によれば，本件工事６７は，土木の改良と舗装工事

とが混合した工事であることが認められるところ，前記土木及び舗装工事の各冒頭で認定したと

おり，積算ソフトによりある程度予定価格額を推認することができるとしても，入札指名業者間に

おいて真実本件工事６７の受注を目指して競争がなされた場合の落札率は，特段の事情がない

限り，９０％台となることはないのではないかと推認できる。しかるに，別紙２平成１７年度落札結

果表によれば，本件工事６７は，Ｄ１が９４．１１％と高い落札率で落札していること，前記認定の

とおり，Ｄ１は，これまで平成１７年度に旧小淵沢町が発注した舗装工事の入札において，他の

被告補助参加人らとともに談合を行ってきたものと認められることなどからすれば，本件工事６７

の入札においても談合がなされたものと推認することが可能な状況であるにもかかわらず，被告
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及び被告補助参加人らは，本件工事６７の入札が談合によるものではなく，正当な競争に基づ

いているという落札価格や入札価格の積算根拠等の正当性につき積極的かつ具体的な主張反

証等を行っていない。さらに，本件工事６７の入札参加業者をみると，補助参加人らのうち，Ｄ１，

Ｃ１が指名され，その他の入札参加業者をみても，Ｎ１は，前記のとおり談合による入札がなされ

たものと認められた本件工事３の入札における入札参加業者であり，また，Ｗ２，Ｕ２は，前記の

とおりいずれも零細な町内業者であって，Ｂ１の意向を無視することが困難な状況であったと推

認でき，平成１７年度旧小淵沢町発注の舗装工事における談合の成立にＢ１が主導的役割を果

たしていることが窺えることを併せ考えると，このような町内業者が入札参加業者の中に含まれ

ていたとしても，本件工事６７の入札が談合によるものであるとの前記推認を妨げる事情にはな

らない。 

      以上の諸事情を総合すると，本件工事６７も談合により入札がなされたものと認めるの

が相当である。 

    （オ） 本件工事７９について 

      前記の舗装工事の冒頭で認定したとおり，積算ソフトによりある程度予定価格額を推

認することができるとしても，真実当該舗装工事の受注を目指して入札指名業者間において競

争がなされた場合の落札率は，特段の事情がない限り，９０％台となることはないものと思わ

れ，殊に９０台後半といった極めて高い落札率となることは，通常はないのではないかと推認で

きる。しかるに，別紙２平成１７年度落札結果表によれば，本件工事７９は，Ｃ１が９５．４８％と高

い落札率で落札している。また，平成１７年度における旧小淵沢町発注工事の入札には談合に

よるものが多数存在しているとの疑いが強く，殊に平成１７年度に新たに入札参加業者に指名さ

れた町外業者及びＢ１が落札した工事の入札は，平均落札率が平成１７年度において著しく上

昇した要因となっており，Ｃ１は平成１７年度に新たに入札参加業者に指名された町外業者の一

つである。このように，本件工事７９の入札は談合によるものと推認することが可能な状況である

にもかかわらず，被告及び被告補助参加人らは，本件工事７９の入札が談合によるものではな

く，正当な競争に基づくものであるという落札価格や入札価格の積算根拠等の正当性につき積

極的かつ具体的な主張反証等を行っていない。さらに，本件工事７９の入札参加業者をみると，

被告補助参加人らのうち，Ｂ１及びＥ１が指名されていないものの，その他の入札参加業者であ

るＫ１及びＮ１は，いずれも前記のとおり談合による入札がなされたものと認められた本件工事３

の入札参加業者である。したがって，以上の諸事情を総合すると，本件工事７９も談合による入

札がなされたと認めるのが相当である。 

 ２ 争点（２）（Ａ１の漏えいの有無）について 

   前記のとおり平成１７年度の旧小淵沢町発注工事の落札結果を見ると，Ｂ１は，６８件の公

共工事のうち，３０件の工事において入札参加業者に指名され，そのうち１１件の工事を落札し，

その落札割合は４０．２０％にのぼるなど，同年の旧小淵沢町発注工事の入札における全ての

入札指名業者の中で突出した結果となっている。また，前記認定のとおり，Ｂ１は，Ｉ１前々町長

の時代（Ａ１は当時の建設課長であり，Ｊ１は建設課係長であった。）には落札率が９９％以上で

当時の公共工事のほとんどを独占していた。他方，Ｈ１前町長の時代には，Ｂ１は，旧小淵沢町

の公共工事の入札参加業者に指名されることもなくなった。ところが，Ａ１が町長となるやＢ１は，

旧小淵沢町の公共工事につき入札参加業者に多数回指名され，前記認定のとおりの高い落札

率によって旧小淵沢町の公共工事を落札するようになった。このような状況からすると，旧小淵

沢町は，平成１７年度の入札参加業者を指名する際に，Ｂ１を優遇していたものと推認するに難

くない。そして，「小淵沢町建設工事競争入札参加者の資格及び選定要綱」第７条（６）（甲７）に

よれば，当該年度の指名及び受注状況を勘案し，指名が特定の有資格者に偏しないように配慮

すると定められていることを考慮すると，Ａ１が町長であったころの旧小淵沢町の上記のような姿

勢そのものにも問題があると言わざるを得ない。また，前記のとおり，Ｂ１が設計価格又は予定

価格を知り得る状況にあったと推認することはできる。 

   しかしながら，仮にＢ１が本件工事７６の設計価格又は予定価格を知り得る状況にあったと

しても，Ａ１がこれをＢ１に対して漏えいしたことを認める的確な証拠はない。また，前記前提事実

によれば，本件工事７６の設計価格については，Ａ１のみならず，Ｊ１や設計を担当した業者の関

係者等も知り得る立場にあったと認められる。そうすると，前記１で認定したとおり，旧小淵沢町

発注工事の平均落札率が常に９９％を維持し，その大半をＢ１が落札していたＩ１前々町長時代

にＡ１が建設課長であったこと，Ａ１が旧小淵沢町長選挙においてＢ１に支援されていたこと，旧
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小淵沢町の平成１７年度の入札参加業者の指名の在り方に問題があることといった原告が主張

する事実のみから，直ちに，Ａ１がＢ１に対して本件工事７６の設計価格又は予定価格を漏えい

したと断定するには足りず，他にＡ１がＢ１に対して本件工事７６の設計価格又は予定価格を漏

えいした事実を認めるに足りる証拠はない。 

   したがって，Ａ１が本件工事７６の設計価格又は予定価格を漏えいしたとの原告の主張は，

理由がない。 

 ３ 争点（３）（損害額）について 

  ア 損害の発生 

    前記のとおり，本件工事３，６，１０ないし１３，１８，１９，３６，３８，３９，４３，５０，５４，５５，

６０，６４，６７，６８，７６，７９及び８０は，それぞれ談合によって入札がなされたものと認められる

ので，これらの工事を落札した被告補助参加人らは，公正な競争によって決定されるべき入札

価格について，そのような競争をすることなく，予定価格近似の価格で入札をし，当該価格で工

事を落札することができたことにより，自社の利益を 大限に確保したものということができる。し

たがって，談合がなければ，入札参加者間での公正な競争により落札業者が決定され，競争が

行われた場合に形成されたであろう落札価格に基づいて締結された請負契約に係る契約金額

と，談合に基づいて現実に締結された請負契約に係る契約金額との差額分について，上記各工

事を落札した被告補助参加人らは，旧小淵沢町に対して損害を与えたものというべきである。 

  イ 損害額 

   （ア） ところで，公正な競争によって決定される落札価格は，談合の結果，実際には形成さ

れなかったものであり，また，その落札価格は，当該具体的な工事の種類，規模，場所，内容，

入札当時の経済情勢及び各社の財政状況，当該工事以外の工事の数及び請負金額，当該工

事に係る入札への参加者数並びに地域性等の多種多様な要因が複雑に絡み合って形成される

ものである。そうすると，公正な競争によって決定される落札価格を証拠に基づき具体的に認定

することは極めて困難であるといわざるを得ない。 

     したがって，本件においては，上記のとおり，旧小淵沢町において損害が生じたことは認

められるものの，損害の性質上，その額を立証することが極めて困難であるから，民事訴訟法２

４８条に基づき，口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき，相当な損害額を認定するの

が相当である。 

   （イ） 以上のような観点から，旧小淵沢町が被った損害額について判断するに，原告らは，

公正な競争によって形成されたであろう落札価格を算定するに当たっては，おおむね公正な競

争が行われていると認められる平成１６年度の平均落札率（７５．４３％）を採用すべきである旨

主張する。これに対し，補助参加人らは，平成１６年度における舗装工事の落札価格はいわゆる

ダンピングに当たる入札によるものであるから，公正な競争がなされていない旨主張する。 

     そこで，平成１６年度に旧小淵沢町が発注した舗装工事の落札状況等を検討すると，平

成１６年度の舗装工事における落札価格がいわゆるダンピングであるか否かはともかくとして，

同じＨ１前町長時代の平成１５年度の舗装工事の平均落札率が８１．３２％であるのに対し，平

成１６年度の舗装工事の平均落札率は５６．７２％と２５％弱も平均落札率が低くなっており，他

の土木，水道，建築との各平均落札率と比較しても低い。また，別紙２平成１７年度落札結果表

を見ると，落札率は個別の工事ごとに相当程度の差異がある上，損害額の算定が困難であるに

もかかわらず，被告補助参加人らに対し損害賠償義務を負わせる以上，当該賠償額の算定に

当たってはある程度謙抑的に認定することもやむを得ないと考えられる。したがって，平成１６年

度の舗装工事を含めた同年度の平均落札率を採用することはできない。 

     ちなみに，平成１６年度に旧小淵沢町が発注した公共工事のうち，測量・設計及び舗装

工事に関する入札を除いた工事の入札における平均落札率をみると７６．７６％（土木工事の平

均落札率は，８６．５８％，水道・管工事の平均落札率は，８７．０７％，建築工事の平均落札率

は，６６．７９％である。）であることが認められる（甲６，３３の３）。そして，この平均落札率に加

え，前記認定したとおり，一般競争入札が導入されている宮城県と長野県における落札率が８

０％前後であること（甲１１の１）などを参考にして，平成１７年度において公正な競争がなされた

場合の平均落札率を謙抑的に検討すると，その平均落札率は，少なくとも８０％を上回ることは

なかったものと認めるのが相当である。 

   （ウ） そうすると，本件工事３，６，１０ないし１３，１８，１９，３６，３８，３９，４３，５０，５４，５

５，６０，６４，６７，６８，７６，７９及び８０の各入札について，仮に談合がなければ，旧小淵沢町
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は，各予定価格の８０％相当額にそれぞれ消費税相当額を加算した額を工事代金額として契約

することができたものと推認するのが相当であるから，上記金額と実際の契約金額との差額に

ついて，損害を被ったものというべきである。 

   （エ） なお，原告らは，原告らが訴訟を遂行するために必要な弁護士費用についても上記

各談合による損害の一部として請求すべき旨主張する。 

     しかしながら，地方自治法２４２条の２第１２項によれば，同条１項４号の住民訴訟を提起

した者が勝訴（一部勝訴を含む。）した場合において，弁護士に報酬を支払うべきときは，普通地

方公共団体に対し，その報酬額の範囲内で相当と認める額（以下「相当報酬額」という。）の支払

を請求することができるとされている。この「勝訴した場合」とは，上記住民訴訟における勝訴が

確定した場合と解すべきであり，普通地方公共団体は，勝訴が確定した後に当該住民訴訟を提

起した住民から同条１２項に基づく弁護士報酬の請求があった場合に，初めて相当報酬額を支

払う義務を負うことになる。したがって，普通地方公共団体に相当報酬額の損害が発生したとい

うためには，上記のような請求を受けて当該普通地方公共団体が相当報酬額を支払うか又は支

払を約束するなどしたことが必要である。そうすると，住民訴訟の中で，相当報酬額を上記各談

合による入札と相当因果関係のある普通地方公共団体の損害として請求することができるの

は，勝訴の確定前であるにもかかわらず，当該普通地方公共団体が当該住民との間で勝訴の

場合に相当報酬額を支払う旨の約束をしたなど，口頭弁論終結時点で，勝訴判決が確定すれば

当該普通地方公共団体が相当報酬額を支払う義務が確定しており，出捐の確実性が認められ

る場合に限られるものというべきである。本件においては，上記のような事情が認められないか

ら，現時点においては，北杜市に原告らが主張するような弁護士報酬相当額の損害が発生した

ということはできない。 

     したがって，弁護士報酬相当額に関する原告らの請求は理由がない。 

   （オ） よって，別紙１談合工事一覧表記載の各入札の「落札業者」欄記載の各被告補助参

加人は，それぞれ，同一覧表の「損害額」欄記載の金員及びこれに対する不法行為後である平

成１８年１月１日から支払済みに至るまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払義

務があるというべきである。 

 ４ 以上によれば，原告らの本件各請求は，主文の限度で理由があるから一部認容し，その余

の部分は理由がないからいずれも棄却することとして，主文のとおり判決する。 

   甲府地方裁判所民事部 

     裁判長裁判官  太田武聖 

        裁判官  宮崎拓也 

        裁判官  村上典子 
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