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住民監査請求 監査結果 

 

第１ 請求人 

   千代田区民  １名 

 

第２ 請求の内容 

 １ 提出書類 

住民監査請求書及び資料（11ページのとおり） 

 

 ２ 請求の要旨 

千代田区環境まちづくり推進部住宅課が所管する「（仮称）区立麹町仮

住宅の整備」予算の内、新築工事（契約金額1,568,440,800円、平成29年

12月11日議決、12月12日契約）および東京メトロ連絡通路のための地下工

事を追加するための設計および工事変更については、以下の点でその一部

が違法もしくは不当な支出に該当する疑いがあるため、真相を究明し、本

件工事の凍結及び地下鉄通路関連工事の説明を行った上で改めて千代田区

議会において本件工事の議決を行うよう勧告することを求めます。（原文

のまま） 

（注）所管課は、環境まちづくり部住宅課が正しい。 

本件工事に係る契約議案の議決日は、12月12日が正しい。 

   なお、契約金額に含まれる昇降機設備工事は、議決案件ではない。 

 

第３ 請求の受理 

本件請求は平成30年11月30日に提出され、地方自治法第242条第１項及

び第２項に規定する要件を備えているものと認め、これを受理した。 

 

第４ 監査の執行 

 １ 監査期間 

平成30年12月１日から平成31年１月25日まで 

なお、野本俊輔監査委員は、監査委員就任日（平成30年12月13日）から

関与した。 

 

 ２ 関係部局 

環境まちづくり部 住宅課 

政策経営部 施設経営課 

政策経営部 契約課 



- 2 - 

 

３ 請求人の陳述及び証拠提出 

平成30年12月25日に請求人から陳述を聴取した。請求人は、陳述書及び

資料（11ページのとおり）を提出した。 

また、陳述後の監査委員からの質問に対し、翌12月26日に回答文を提出

した。 

 

４ 関係部局に対する監査の実施 

監査事項に関わる書類（12ページのとおり）及び平成30年12月26日に提

出された弁明書に基づき、翌12月27日に関係部局に委員監査を実施した。 

 

 ５ 現地調査の実施 

   平成30年12月27日に（仮称）区立麹町仮住宅の工事現場と東京メトロ永

田町駅の視察調査を行った。 

 

第５ 監査の結果 

 １ 主文 

   千代田区長に対し、平成31年３月31日までに、「（仮称）区立麹町仮住宅

新築工事請負契約」（平成29年12月12日付、請負者：ナカノフドー・廣野

建設共同企業体）の変更契約（地下鉄永田町駅との地下連絡通路に接続す

るための敷地内工事及び関連工事の追加）に関して、地方自治法第96条第

１項第５号に則して千代田区議会の議決手続きを経るよう勧告する。 

   また、同日付で締結した「電気設備工事請負契約」（請負者：本荘・三

樹建設共同企業体）及び「給排水・空調設備工事請負契約」（請負者：五

建・金澤建設共同企業体）の変更契約についても、変更金額が当初契約金

額の100分の５を越える場合には、平成31年３月31日までに、千代田区議

会の議決手続きを経るよう勧告する。 

 

 ２ 理由 

（１）平成29年12月12日付（仮称）区立麹町仮住宅新築工事請負契約外２件

について 

  〈請求人の主張〉 

千代田区が平成29年12月12日付で締結した（仮称）区立麹町仮住宅新

築工事請負契約は、千代田区議会の議決（以下「本件議決」という。）

に基づくものであるが、本件議決は、行政機関が議会に対して、地下鉄

駅接続のための工事変更とそれにかかわる高額負担の可能性という重大

な事実を意図的に説明せず、この事実が隠されたままなされたものであ
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り、重大な瑕疵がある。真の契約承認議決を経ていない仮住宅新築工事

請負契約は、違法とまでは断定できないが不当な行為である。 

 

〈千代田区の主張〉 

本件議決がなされた平成29年12月12日時点では、地元住民代表から千

代田区に対して、仮住宅と地下鉄永田町駅との連絡通路の設置要望があ

った段階であり、千代田区としては、その設置の可否について検討中で

しかなかった。 

なお、千代田区は、本件契約締結後における契約変更の可能性や地下

工事に関する高額負担の可能性などについて、本件議決に先立つ議会の

委員会において説明している。 

したがって、本件議決は、虚偽の説明又は重要な事実を欠いた説明を

受けてなされたものではなく正当な議決であって、本件契約の締結や同

契約に基づく支出は適法であり不当でもない。 

 

〈監査委員の判断〉 

ア 地方自治法第96条第１項第５号は、「その種類及び金額について政

令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること」については、

議会の議決を要するものと規定している。 

     その趣旨は、政令と条例が定める契約に該当する契約の締結行為は

地方公共団体にとって重要な経済行為に当たるものであるから、こ

れに関しては住民の利益を保障するとともに、これらの事務の処理

が住民の代表の意思に基づいて適正に行われることを期することに

あると解されている。 

     そして、政令で定める基準として、地方自治法施行令第121条の２

及び別表第３において「予定価格１億5,000万円を下らない工事又は

製造の請負」と定められ、これを受けて千代田区の「千代田区議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第２

条は、「予定価格１億5,000万円以上の工事又は製造の請負」につい

て議会の議決を要するとしている。 

     したがって、千代田区が締結する工事又は製造の請負契約で予定価

格が１億5,000万円以上である契約については、千代田区議会の議決

を経なければならず、これに該当する契約で議決を経ることなく締

結されたものは地方自治法第96条第１項第５号に反する違法契約と

なる。 
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イ なお、本件監査請求にかかわる（仮称）区立麹町仮住宅新築工事の

請負契約は、請負内容により契約が分割されており、千代田区議会の

平成29年12月12日の議決も議案第47号から第49号まで３つの工事契約

に分かれてなされている。 

議案第47号は、請負者をナカノフドー・廣野建設共同企業体とす

る契約金額12億960万円の「（仮称）区立麹町仮住宅新築工事請負契

約」（以下、同契約を「本件工事契約」といい、同契約に基づく工事

を「本件工事」という。）に関するもの、議案第48号は、請負者を本

荘・三樹建設共同企業体とする契約金額１億7,604万円の「（仮称）

区立麹町仮住宅新築電気設備工事請負契約」（以下、同契約を「本件

電気等工事契約」といい、同契約に基づく工事を「本件電気等工

事」という。）に関するもの、議案第49号は、請負者を五建・金澤建

設共同企業体とする契約金額１億6,308万円の「（仮称）区立麹町仮

住宅新築給排水・空調設備工事請負契約」（以下、同契約を「本件給

排水等工事契約」といい、同契約に基づく工事を「本件給排水等工

事」という。）に関するものである。 

ウ 本件工事契約、本件電気等工事契約及び本件給排水等工事契約（以

下、三本の契約をあわせて「本件三契約」という。）は、いずれも契

約金額が１億5,000万円以上の工事請負契約であるから千代田区議会

の議決が必要な契約であるところ、請求人が自認するとおり、契約締

結に先立って開催された平成29年12月12日の千代田区議会において議

案第47号から第49号として審議され、いずれも賛成多数により可決さ

れている。 

     したがって、本件三契約の締結は地方自治法第96条第１項第５号が

求める議会の議決に基づくものであって適法である。 

   エ 請求人は、本件三契約に関する議決は、執行機関側が事実を意図的

に報告せず、事実が隠されたままなされたものであり、地方自治法

を潜脱するものであって、実質的な契約承認議決を経ていないとい

うべきであるから、本件三契約の締結は不当であると主張する。 

オ この点に関しては、地下鉄出入口新設のための地下工事について、

千代田区がいつその方針を固め、そのための検討を具体的にいつから

行っていたかということが問題となるが、資料等から認められる事実

経緯は次のとおりである。 

    ① 平成29年11月21日旧千代田保健所麹町庁舎跡地利用検討協議会 
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この協議会（第１回）において、跡地地元の平河町二丁目町会

から、地下鉄永田町駅４番出口の混雑や危険性、バリアフリー非

対応について問題提起され、協議会として千代田区に対し、仮住

宅の整備にあわせて敷地内にバリアフリー化された出入口を新た

に設置するよう要望することとなった。この協議会の席上、出席

していた千代田区職員は「検討していく」と答弁している。 

なお、このことは、平成29年12月１日開催の千代田区議会企画

総務委員会及び平成29年12月５日開催の千代田区議会都市基盤整

備特別委員会において、住宅課長から資料を用いて報告されてい

る。 

    ② 平成29年12月11日千代田区議会企画総務委員会 

この委員会で施設経営課長は工期延長の可能性に関する議員の

質問に対し次のとおり答弁している。 

○施設経営課長 ・・・遺跡というのはあんまりないと思うんで

すけど、これから、もしかしたらメトロさんだとかの工事関係

だとか出てくる可能性はあるので、全く延びないかと言われる

と、そこら辺は正直わかりません。 

    ③ 平成30年１月15日旧千代田保健所麹町庁舎跡地利用検討協議会 

この協議会（第２回）において、「地下鉄出入口の設置検討状

況」と題する検討協議会資料２が配布され、千代田区から、同資

料に基づき、永田町駅バリアフリー出入口の新設に関する検討状

況について、東京メトロとの間で出入口の接続の検討協議を始め

ていること、仮住宅の建設にあわせてバリアフリー出入口の受け

口を１階部分に、連絡通路を地下１階部分に、それぞれ先行して

整備する方向で検討を行い、将来貝坂通り下で通路新設工事を行

った後に接続する計画であることが説明された。なお、配布され

た検討協議会資料２中の１階平面図には地下鉄出入口のスペース

が、また、地下１階平面図には敷地前面区道地下に接続する連絡

通路が、それぞれ記載されている。 

当日の協議会の議論のまとめの中には、「バリアフリー化された

地下鉄出入口の設置について、区には実現に向けて引き続き進め

ていただきたい。」との記載がある。 

  ④ 平成30年３月12日付区有施設担当課長発出の指示書 

この請負者ナカノフドー・廣野建設共同企業体宛の指示書は、

本件契約に関して、地下工事の追加を指示するものであって、指
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示事項には「別添構造図に基づく杭の材料発注」とある。また、

同指示書の下欄には、同日付で区の指示を承諾する旨のナカノフ

ドー・廣野建設共同企業体現場代理人の署名押印がある。 

  ⑤ 変更契約書の不存在 

現在、④の指示書に基づき、請負者は当初の本件工事契約には

存在しなかった追加変更工事を含む地下部分の工事を実施してい

る最中である。しかし、本件工事の追加変更に関して、千代田区

と請負者間において正式な契約文書の調印は未だなされていない。 

カ 以上の事実経緯を検討すると、本件三契約に関する議決の時点（平

成29年12月12日）において、千代田区は、仮住宅の地元町会から要望

がなされた地下鉄出入口新設に関して、その設置の可否について検討

を進めていた状況にあったもので、この点に関する区の内部意思決定

が未だ行われていなかったことは明らかである。 

     そして、千代田区は、12月12日の議決に先立つ12月１日開催の企画

総務委員会、12月５日開催の都市基盤整備特別委員会、12月11日開

催の企画総務委員会において、地下鉄出入口新設に関して検討中で

あること、また、その関係で本件工事の工期が延びる可能性に関し

て報告していることが認められる。 

   他方、請求人が主張するとおり、この間において、千代田区は千代

田区議会に対し、地下鉄駅接続のための工事変更と高額負担の可能性

に関して具体的には報告していない。しかし、区として検討中で未決

定の事柄に関して、議会にどこまで説明・報告すべきかは、基本的に

は区の裁量にまかされているというべきである。しかも本件において

は、交渉相手である東京メトロ等との関係にも配慮が必要であると考

えられる。 

     したがって、千代田区の本件三契約に関する千代田区議会への説明

は、少なくとも必要と思われる範囲において行われていると認めら

れ、請求人の主張するような意図的な事実隠蔽などは存在しないと

いうべきである。よって、千代田区議会の議決に瑕疵はなく、同議

決に基づく本件三契約は正当なものと判断され、請求人のこの点に

関する主張は採用できない。 

 

（２）本件契約の変更について 

 〈請求人の主張〉 

現在、平成29年12月12日に締結された本件工事契約に基づき本件工事
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が進行中であるが、千代田区は、本件工事契約締結後間もなく仮住宅建

設敷地内に地下鉄永田町駅に通じる出入口を新設する方針を固め、請負

者であるナカノフドー・廣野建設共同企業体に対し、そのための追加工

事を指示している。 

地下鉄駅への接続のための地下工事は工事費が５億円を越える高額な

ものであるにもかかわらず、千代田区議会の議決を一切経ることなく発

注されており、「議会の議決を得た契約の変更に関する区長の専決処分

事項の指定について」（平成21年６月19日議決）、「千代田区議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」及び国土交通省

の「営繕工事請負契約における設定変更ガイドライン」に違反する違法

あるいは不当な契約変更行為である。 

 

〈千代田区の主張〉 

本件契約変更については、その変更契約が本件工事の契約金額の100

分の５を越える場合又は変更金額が１億5,000万円以上の場合は千代田

区議会の議決を経る必要があることは認識している。現在、工期の延長

が８か月程度であり、工事費の変更額が議決を要する金額であることが

ほぼ確定したため、平成32年度までの債務負担行為の設定及び予算確保

等の手続きを進めており、その手続きが済み次第速やかに契約変更議決

の手続きを行う予定である。 

本件地下工事については、契約変更の手続きの前に既に着手している

が、千代田区においては、他の公共工事においても変更となる事象が明

らかになった時点で速やかに議会へ報告をし、工事期間や工事費の変更

内容が定まった時点で改めて議会に諮り、契約変更手続きを行ってきて

いる。 

本件契約変更については、地下解体工事等に想定以上の工期と経費が

必要となったために、結果として国交省のガイドラインの基準に沿わな

い部分もある一方で、千代田区においては、ガイドラインの定める「工

期末」ではなく、変更内容が定まった段階で速やかに契約変更手続きに

入る方針としている。 

また、千代田区は、平成30年１月中旬、庁内において地下鉄出入口を

整備する方針を確認し、それ以降、千代田区議会（都市基盤整備特別委

員会、決算特別委員会）及び地域住民に対して、本件契約の変更につい

て説明しており、契約変更手続き前に工事を着手していることをもって

直ちに違法又は不当であるとは言えない。 
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  〈監査委員の判断〉 

ア 前述のとおり、千代田区では予定価格１億5,000万円以上の工事請

負契約は議会の議決に付さなければならず、また、議決を得た契約に

ついて変更が生じたときは、更に議決に付さなければならない。千代

田区では「議会の議決を得た契約の変更に関する区長の専決処分事項

の指定について」により、議決を得た工事請負契約を変更する場合に

は、契約金額の100分の５以内の変更で、かつ、変更する金額が１億

5,000万円未満の場合には区長が専決することができることとされて

おり、それを越える契約変更は、原則どおり議会の議決に付さなけれ

ばならないこととされている。 

イ 資料等によると、千代田区は平成30年１月中旬に本件工事現場敷地

内に地下鉄出入口を整備する方針を固め、その方針を１月15日開催の

旧千代田保健所麹町庁舎跡地利用検討協議会（第２回）において地域

に報告し、さらに１月26日開催の都市基盤整備特別委員会においても

工事変更を説明している。そして、千代田区は、同年３月12日、請負

者ナカノフドー・廣野建設共同企業体宛に指示書を交付して、敷地内

に地下鉄出入口を新設することを前提とする地下工事の追加を指示し

ており、ナカノフドー・廣野建設共同企業体現場代理人がこれを承諾

している。また、同年10月２日の決算特別委員会企画総務分科会で、

本件工事変更によって契約金額が約５億円膨らむ予定であることを住

宅課長が答弁しているという事実経緯が確認できる。 

ウ 千代田区は、区内の他の公共工事においても、変更となる事象が明

らかになった時点で速やかに議会へ報告をし、工事を停止することな

く変更部分も含めて工事を継続し、工事期間や工事費の変更内容が定

まった時点で改めて議会に諮り、契約変更手続きを行ってきていると

主張している。 

しかし、こうした方法を採った場合でも、契約変更手続きはいつ

でもよいということではなく、変更となる事象が生じたら速やかに

契約変更手続きを行わなければならないのは当然である。 

エ 本件地下工事においては、平成30年３月12日に指示書を交付してか

ら既に10か月以上が経過しており、この間、地方自治法第96条第１項

第５号に則した適法な契約変更手続きが行われていない状態が続いて

いると言わざるを得ない。 

よって、その違法状態は一日も早く解消されるべきであって、千
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代田区長は、平成31年３月31日までに、地方自治法第96条第１項第

５号に則して千代田区議会の議決手続きを経るべきである。 

オ なお、本件工事契約の変更に伴って、本件電気等工事契約及び本件

給排水等工事契約についても、契約内容の変更が発生するものと考え

られる。変更契約金額が１億5,000万円以上になることは考えにくい

が、当初契約金額の100分の５を越える契約金額の変更が発生する可

能性はあるから、その場合には、千代田区議会の議決手続きが必要で

ある。 

 

（３）本件工事の一時中止について 

 〈請求人の主張〉 

    千代田区の負担が５億円を越える可能性が高い地下追加工事は、東京

メトロとの協議によって千代田区の負担割合が明らかになり、区民への

説明責任が果たせるようになるまで工事の凍結及び地下鉄通路の説明を

行った上で、改めて千代田区議会の議決を行うべきである。 

 

  〈千代田区の主張〉 

千代田区においては、他の公共工事においても変更となる事象が明ら

かになった時点で速やかに議会へ報告をし、工事を停止することなく変

更部分も含めて工事を継続し、工事期間や工事費の変更内容が定まった

時点で改めて議会に諮り、契約変更手続きを行ってきている。 

これは、専決処分で契約変更ができる金額を超える場合に、契約変更

議案の可決を待って工事に着手することになると、一旦工事を中止せざ

るを得ず、それに伴う補償費の補てんなどの経費の増大や、より一層の

工期延長を余儀なくされるなど公共工事をスムーズに完了させることが

できなくなり、発受注者のいずれにおいても不利益を生じるからである。 

 

  〈監査委員の判断〉 

    現に進行中の工事の中止は、それによる工期の延長や費用の増加など

種々の問題の発生が予想される。したがって、適法な契約変更手続きが

されていないという一事をもって工事を中止させるのは適当ではなく、

工事の継続によって千代田区や千代田区民に回復困難となる損害を与え

ることが明白な場合など、中止すべき高度の必要性が認められる場合に

限って中止勧告がなされるべきである。 

    本件工事の地下追加工事に関して、千代田区や千代田区民に回復困難
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となる損害を与えることが明白な事情は存在しないから、中止すべき高

度の必要性を認めることはできない。 

 

 

平成31年１月25日 

 

 

千代田区監査委員 印東 大祐 

 

 

千代田区監査委員 野本 俊輔 

 

 

千代田区監査委員 小林やすお 
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提 出 書 類 

 

第１ 請求人 

１ 住民監査請求時に提出された書類 

（１）住民監査請求書 

（２）資料①－１ 平成30年10月４日都市基盤整備特別委員会資料「（仮称）麹町

仮住宅新築工事の東京メトロ永田町駅への連絡通路設置に伴う

工期延長について」 

   資料①－２ 平成29年12月１日企画総務委員会議事録 

   資料①－３ 平成29年12月11日企画総務委員会議事録 

   資料②－１ 議会の議決を得た契約の変更に関する区長の専決処分事項の

指定について（平成21年６月19日議決） 

   資料②－２ 千代田区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例 

   資料③－１ 平成30年10月11日決算特別委員会議事録 

    資料③－２ 平成30年10月４日都市基盤整備特別委員会議事録 

    資料③－３ 平成30年10月２日決算特別委員会企画総務分科会議事録 

 

２ 請求人陳述の際に提出された書類 

（１）陳述書 

（２）資料④ 国土交通省官庁営繕部「営繕工事請負契約における設計変更ガイ

ドライン（案）平成27年５月（平成29年３月一部改定） 

    資料⑤ 平成30年12月５日都市基盤整備特別委員会配布資料 

    資料⑥ 平成30年10月４日都市基盤整備特別委員会議事録 

資料⑦ 千代田区参画・協働ガイドライン（平成26年４月千代田区） 

 

３ 請求人陳述の翌日に提出された書類 

（１）平成30年12月25日陳述・質問に対する回答 
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第２ 関係部局 

１ 弁明書 

 

２ 監査事項に関わる書類 

（１）住民説明資料及び議事録 

  ・（仮称）区立麹町仮住宅の建設計画に係る説明会（早期周知・紛争予防） 

・ 旧千代田保健所麹町庁舎解体工事説明会 

・（仮称）区立麹町仮住宅の建設に伴う「地域のご意見を聞く会」 

・ 旧千代田保健所麹町庁舎跡地利用検討協議会（第１回～第３回） 

・（仮称）区立麹町仮住宅新築工事説明会 

（２）区議会説明資料及び議事録 

・ 本会議（平成29年第３回定例会・第４回定例会） 

・ 企画総務委員会（平成29年11月９日～平成29年12月11日） 

・ 都市基盤整備特別委員会（平成29年12月５日～平成30年12月５日） 

・ 予算・決算特別委員会（平成29年10月２日） 

・ 決算特別委員会（平成30年10月11日） 

（３）契約変更検討会議議事要旨 

 （４）契約議案提出 

 平成29年第４回区議会定例会の議案提出（麴町仮住宅新築工事外２件） 

 （５）契約手続き、履行及び検査 

①（仮称）区立麹町仮住宅の整備に係る解体・新築設計等業務 

起案文書、契約書、委託着手届、実施計画書、委託完了届、検査証 

②（仮称）区立麹町仮住宅解体・新築設計に伴うアスベスト調査等業務 

  起案文書、契約書、委託着手届、実施計画書、委託完了届、検査証 

   ③（仮称）区立麹町仮住宅整備に伴う再設計業務（実施設計） 

契約書、検査証 

④ 建築基準法第18条第３項の規定による確認済証 

⑤（仮称）区立麹町仮住宅新築工事 

      起工書、契約書、工事着手届、指示書、定例会及び分科会打合せ議事

録、検査証 

⑥（仮称）区立麹町仮住宅新築電気設備工事      契約書 

⑦（仮称）区立麹町仮住宅新築給排水・空調設備工事  契約書 

⑧（仮称）区立麹町仮住宅新築昇降機設備工事     契約書 

⑨（仮称）区立麹町仮住宅新築工事監理 

      起案文書、契約書、委託着手届、監理業務月間報告書、検査証 


