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度になるものと推察される。少なくとも１，９００万

円の価値を有するものを廃棄物として廃棄すること

は，市の財産を不当に侵害する行為であり，違法であ

る。

事実，賀茂地方森林組合は，木材市場で売却し，材

積約３，８００立方メートルで３，３２７万１，０００

円の売却益を得ているが，当初契約から有用物として

市場売却していれば５～６千万円（推定）を市に還元

することができた。

イ　廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法

律）によれば，「有用物」と「廃棄物」は明確に区分

され，「有用物」と判断されるものは「廃棄物」では

ない。市場価値のある「有用物」に，産廃の処分料金

を支払うのは違法な公金支出行為である。

ウ　広島市は，伐採木は産業廃棄物であるとし，再資源

化施設で「手選別」によって，廃棄物と価値のあるも

のに分けられ，価値のあるものが市場で売買されたの

であるから違法ではないと議会で答弁したが，実際に

は，伐採現場で「枝葉」と「幹」に区分けされ，

「幹」の部分のみまとめてトラックに積み込まれてい

るのであるから，再資源化施設での「手選別」は必要

ない。（そもそも，処分料は再資源化するための費用

であり，幹を手選別する費用ではない。）全く再資源

化施設で手をかける必要がないにも関わらす，かかる

説明を議会でしたことは，議会及び市民への背信行為

である。

エ　環境影響評価書に記載された計画を無視して，環境

保全を図る措置をしなかったこと，先に行われた「恵

下埋立地（仮称）取付道路建設工事」とは真反対の産

業廃棄物としたことは，意図的な何かがあったとも推

測されるものである。

本件は公務員が公務員として職務上果たすべき義務

に違反して工事請負契約がなされたものであり，工事

契約仕様と異なる処理が行われていることを知っても

措置しなかった。これらのことは，市有財産管理義務

や職務専念義務，善管注意義務などに違反し，公務員

職権乱用罪（不作為）にもあたる。

オ　元請業者が伐採木の幹部分を工事契約仕様通りのリ

サイクルとせず，再資源化処理を施さないで原木のま

まリユースしたことは，契約内容と異なり，債務不履

行にあたる。

元請業者は，このことを計画的に実施したのである

から，産廃処分を装った偽装工作で市有財産である伐

採木を搾取したこととなり，適切な措置をとる必要が

あったが，放置した。このことは，職務専念義務，善

管注意義務などに違反し，公務員職権乱用罪（不作

為）にもあたる。

カ　上記の結果，払ってはならない産廃処分料を支払っ

たこと，市場売却益を返納させなかったことが，公金

（丸太）が，産廃として河本組に搬出するようマニュ

フェストに登録されながら，直接木材市場に搬入され

ており，違法行為が明らかになっている。（前出の監

査結果より）

このような事実から，これは，廃棄物処理を利用し

た偽装工作による詐欺であり，その事実を知っていな

がら契約変更を行わなかった広島市も結託していると

言われても仕方がないことなのではないか。

前の工事（恵下埋立地（仮称）取付道路建設工事）

で市場売却としたにも関わらず，本件工事で産業廃棄

物として設計したこと自体不自然であり，和田厚司環

境局長の答弁も合わせて考えれば，当初から業者と結

託してそのような設計とした可能性があるのではない

かとの疑念すら生じる内容である。

ヌ　製材用材等として一般に有価で取引されているもの

は，本省産業廃棄物対策室長通知に廃棄物ではないと

記載されているように，「幹」の部分は産廃ではない

のであるから，産廃のマニュフェストに載せるべきも

のではない。一度，中間処理施設（河本組）までわざ

わざ搬入して，そこでトラックを変えて木材市場に搬

入したとしても，伐採現場ですでに有用物として選別

されているのであるから，産廃を装って処分費を詐取

したととられる処理である。

このような問題についての広島市への文書での質問

に対する文書回答は，〔事実証明書１６〕の通りとの

ことである。

ネ　産業廃棄物は，マニュフェストによって，その行先

が分かるようになっている。

本件工事の排出事業者は元請業者であるが，市は，

最終処分まで監視し違法な処理が行われていないか確

認する必要がある。マニュフェスト上は，幹の部分

は，河本組で再資源化され，賀茂地方森林組合に売却

されているはずである。そのマニュフェストを確認し

ていたならば，設計仕様の問題点を把握し，早い段階

で「幹」の部分を直接市場売却することに切り替える

ことができたであろう。しかし，一切の変更がなされ

なかった。

ノ　神田裕明前恵下埋立地建設事務所長は，議会で，再

資源化施設に持ち込んだ産業廃棄物を「手選別」によ

って，廃棄物と有用物により分けたのち有用物として

市場売買したもので違法ではないとの答弁をしてい

る。

しかしながら，当該伐採木は，伐採現場で「枝」と

「幹」の部分に選別されており，それぞれにトラック

に積み込まれたため，「手選別」の過程がない。議会

を軽視し，虚偽の答弁をしている。

イ　違法性，不当性

ア　本件工事の伐採区域は２２．４haに及び，用地取得

時点での立木の補償費を推計すれば１，９００万円程
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資源化の工程がない）

○「枝葉」は，破砕機でチップ等にして再資源化される

○「根株」は土がついているが，破砕すれば再資源化可

能。不可能な場合は廃棄される

⑺　本件監査請求を行った背景

２２．４haという広大な山林の伐採が行われ，その伐採

木すべてが産業廃棄物とされた。このことは，手塩にかけ

た人たちの心を踏みにじるものであり，和田環境局長の，

「工事に支障とならないように除去することを重視」した

という発言にいたっては，民の心が分からないのではない

かとの不安を感じた。

この言葉は「工事の邪魔になるごみを早く捨てる」とい

うことであり，育林していた人からは，「私らは一生懸命

役に立たない廃棄物を育てていたということか」との落胆

の声が漏らされた。

森林を守り，育て続けることは，並大抵のことではな

い。単に木材としてだけでなく治水治山の上での大きな役

割がある。その公的な役割も，育林に携わる人が担ってい

る。

このような人の心を踏みにじることが平気で行われて，

反省の声も聞こえない。

広島市の事業の進め方には，大きな疑問と憤りを感じ

る。

広島市の財産である立木を，ごみとして処分すること

は，市及び市民に対する背信行為であり，財産権の侵害で

ある。

本件工事の契約仕様は間違っており，改めるべきもので

ある。

一体誰が，立派に育った幹回りの大きな立木が，粉砕さ

れチップにされることを想像できたであろうか。昔からの

の不当支出にあたり，市民に損害を与えた。

キ　広島市は，平成２８年１１月１７日に請負業者に対

して，追加で用地取得した土地の伐採範囲について

は，有価物となる木材を分別し，売り払いを行うこ

と，及びその他の範囲についても可能な限りこれに準

ずることを指示した。〔事実証明書１７〕

広島市は，この指示書をもって，平成２８年１２月

以降の伐採においては，追加で用地取得した土地だけ

でなくすべての土地の伐採分を，有用物として直接市

場に搬入し，売却益を市に返納することとしている。

〔事実証明書１８〕

しかし，そのように見直した理由を「工事請負契約

の締結後の昨年９月に，売買契約を締結した土地所有

者の方から，大切にして育てた木を廃棄物として取り

扱うのではなくて，建築資材として扱って欲しいとの

ご要望をいただいたため，昨年１２月から伐採木の中

で，建築資材への活用が可能なものは，元請け業者が

直接木材市場の方で売り払うよう見直しておりま

す。」と議会（Ｈ２９．３．８予特）で説明したこと

は，問題の本質を隠して議会を欺くもので，不当行為

にあたる。

⑶　請求の対象となる職員

・松井一實広島市長

・和田厚司環境局長

・橋國雅文環境局埋立地整備部長

・神田裕明前恵下埋立地建設事務所長

・松島邦彦前恵下埋立地建設事務所専門員

・�その他，本請求理由による公金の違法・不当支出に関

わったすべての職員

⑷　損害の推定

違法に支払われた産廃処分費　推定約１，０００万円

市に返納すべき木材の売却益　３，３２７万１，０００円

合計約４，３００万円

⑸　請求する措置

・不当な公金支出の是正（違法・不当な支出分の返納）

・関係職員の処分

⑹　問題点の図化

○「幹」は製材用材としてそのまま木材市場で売買（再
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記録文書

〔事実証明書１０〕�賀茂地方森林組合が一次下請業者である

ことの分かる本件工事の施行体系図

〔事実証明書１１〕�広島市の設計に用いられるゴールドフォ

レスト及び河本組の産廃処分費

〔事実証明書１２〕�伐採木のすべてを産廃処分（再資源化施

設に搬入）することして設計計上し，施

工業者もその通り再資源化施設に搬入し

ているという議会答弁の抜粋

〔事実証明書１３〕�大林組ＪＶが，伐採木をすべて産廃処分

している（中間処理施設に搬入してい

る）ことを広島市に回答した文書

〔事実証明書１４〕�設計金額と落札金額との差分の範囲内で

利益を得ても市に損害はなく問題ないと

の和田厚司局長の議会答弁

〔事実証明書１５〕�伐採現場と木材市場，河本組との位置関

係

〔事実証明書１６〕�本件疑義に関して広島市への文書での質

問に対する広島市の回答文書

〔事実証明書１７〕�追加で用地取得した土地の伐採範囲につ

いては，有価物となる木材を分別し，売

り払いを行うこと及びその他の範囲につ

いても可能な限りこれに準ずることを広

島市が大林組に指示した指示書

〔事実証明書１８〕�広島市が大林組ＪＶに出した指示書が，

実質的にその後の伐採についてはすべて

直接売却する意味合いであることが記載

された広島市の回答文書

第２　請求の受理

本件措置請求は，地方自治法第２４２条第１項の所定の要件

を具備するものと認め，平成２９年１０月２７日に，同月１７

日付けでこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

１　請求人による証拠の提出及び陳述

地方自治法第２４２条第６項の規定に基づき，平成２９年

１１月１５日に請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設

けたところ，請求人は新たな証拠として次の書類を提出する

とともに，陳述を行った。

（新たな証拠として次の書類が提出されているが，添付を

省略する。）

・〔追加事実証明書１〕�伐採木を全量「産業廃棄物」と

して契約していた事実

・〔追加事実証明書２〕�中間処理施設で全量チップ等に

してリサイクルすることとして

契約していた事実

・〔追加事実証明書３〕�ネット上に掲載されていた「黙

示の合意」に関連する最高裁の

良木の産地で，丹精込めて育てられた木が伐採されたので

あるから，製材用材などに用いるのは当然のことであろ

う。

平成２９年９月１４日の中国新聞報道は衝撃的であっ

た。１０月６日付けの監査結果はそれを裏付けるものであ

った。想像だにしなかったごみ扱いの工事契約は違法・不

当である。

このことを知ったのは９月１４日の新聞報道であり，確

認できたのは，１０月６日付けの監査結果である。

地方自治法第２４２条第１項の規定により，別紙事実証明書

を添え，必要な措置を請求します。

（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が，添付を省略する。）

〔事実証明書１〕 �「伐採木（直径１０㎝以上の幹）を建築資

材等として再利用すること」が記載された

環境影響評価書（抜粋）

〔事実証明書２〕�工事契約書のうち，伐採木の幹を再利用し

ないことが記載してある施工条件部分（抜

粋）

〔事実証明書３〕�工伐採木を市場売却または一般競争入札に

かけることの記載してあるる「鳥取県県土

整備部公共工事建設副産物活用実施要領」

（抜粋）

〔事実証明書４〕�伐採された樹木の現場集積状況（現場で，

枝と幹の部分に分けられ，幹は定尺長に切

断されたうえで集積して，トラックに積み

込まれる）

〔事実証明書５〕 �「根株等を製材用材等のように一般的に有

価で取引きされているものとして利用する

場合は廃棄物に該当しないものである」と

記載されている平成１１年１１月１０日付

け厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物

対策室長通知

〔事実証明書６〕�本件工事に先立って行われた「恵下埋立地

（仮称）取付道路建設工事」において有用

物として市場売買された売買記録の一部

〔事実証明書７〕�本件伐採現場と工事の設計で見込んでいる

産廃処分施設（再資源化施設）と木材市場

の位置関係図

〔事実証明書８〕�伐採木は全て産業廃棄物とし，幹の部分の

産廃処理業者（再資源化業者）を河本組

（安芸太田町川手）としている大林組ＪＶ

の施工計画書（抜粋）

〔事実証明書９〕�伐採木をすべて中間処理施設に搬入してい

ること，幹の部分を賀茂地方森林組合に売

却し更に木材市場で売却していることの分

かる，広島市が大林組ＪＶに聞き取りした
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ア　本件請負契約について

ａ　本件措置請求は請求期限を経過していることにつ

いて

請求人は，本件請負契約においては伐採木をすべ

て産業廃棄物として処分することが前提とされてい

るにもかかわらず，その一部を木材市場で売却して

おり，その売却された伐採木は中間処理施設に搬入

されてはいるものの産業廃棄物として処分されたこ

とにはならず，伐採木処分費が違法・不当に大林組

ＪＶに支払われていると主張する。

この請求人の主張が，本件請負契約において再資

源化の工程を経ることなく，売却された伐採木につ

いても伐採木処分費を支払うこととされていること

が違法・不当との趣旨であるとすれば，住民監査請

求は対象となる財務会計行為の後１年を経過したと

きは請求できないとされているところ（地方自治法

第２４２条第２項），本件請負契約の締結は，平成

２８年３月１日になされたものであり，平成２９年

１０月１７日になされた本件措置請求は，請求期限

を徒過している。

ｂ　請求期限までに請求できなかったことについて正

当な理由がないことについて

１年を経過しても，正当な理由があるときはこの

限りでないと規定されている（地方自治法第２４２

条第２項ただし書き）ところ，「正当な理由」の有

無は，特段の事情のない限り，普通地方公共団体の

住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的

にみて当該行為の存在及び内容（本件措置要求につ

いていえば，本件請負契約において発生する伐採木

を全て産業廃棄物として処理すること）を知ること

ができたと解される時から相当な期間内に監査請求

をしたかどうかによって判断すべきであるとされて

いる（最高裁平成１４年９月１２日第一小法廷判

決）。

本件請負契約について，入札公告が行われていた

平成２７年１０月３０日から同年１２月１８日まで

の間，工事所管課である環境局恵下埋立地建設事務

所において，契約に係る一連の関係書類の閲覧受付

を行っていた。この閲覧書類において，本件請負工

事において発生する伐採木は全て産業廃棄物として

処理する旨を記載した土木工事施工条件（事実関係

証明書２参照）を公開していた。

よって，遅くとも平成２７年１２月１８日ころに

は，住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的

にみて本件請負契約において発生する伐採木を全て

産業廃棄物として処理することを知りえる状況にあ

ったものと解される。

したがって，平成２９年１０月１７日付けの本件

措置請求には正当な理由があるとはいえない。

判決

請求人は，以下の点について，陳述した。

⑴　職員措置請求書に沿った内容の説明

⑵　新たな証拠として提出した書類に基づく補足説明

伐採木は全量，産業廃棄物としてチップ化してリサイク

ルする契約であること。

２　広島市長の意見書の提出及び陳述

広島市長に対し，意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ，平成２９年１１月１４日付け広施恵第３８５号により

意見書が提出された。なお，陳述は行わなかった。

意見書の内容は，以下のとおりである。

⑴　本市の意見の趣旨

請求人の主張には理由がないため，本件措置請求は棄却

されるべきである。

⑵　本市の意見の理由

ア　本件措置請求の要旨

本件措置請求の要旨は，おおむね次のとおりであると

解される。

平成２８年３月１日に広島市と大林・洋林・宮川建設

工事共同企業体（以下「大林組ＪＶ」という。）との間

で締結した恵下埋立地（仮称）建設工事（以下「本件工

事」という。）の請負契約（以下「本件請負契約」とい

う。）において，同年１２月までの間，広島市は，伐採

木のうち有用物（市場価値を有する幹）については産業

廃棄物として処理すべきではないにもかかわらず，この

有用物を含めて伐採木の全てを産業廃棄物として処理す

ることとしていた。

本件工事の現場の立木は広島市の財産である（広島市

に所有権がある。）にもかかわらず，大林組ＪＶの下請

業者（本件工事の現場における立木の伐採を行う業者）

及び委託業者（発生した伐採木を産業廃棄物処理施設

（再資源化施設）（以下「中間処理施設」という。））

において処理を行う業者及び運搬業者）（以下「下請業

者等」という。）が伐採木のうち有用物を売却した利益

を得ており，当該売却によって生じた利益は，広島市に

とっての損害（平成２９年８月１０日付け広島市職員に

関する措置請求（以下「前回の措置請求」という。）に

対する同年１０月６日付け監査結果（広監第７９号。以

下「前回の措置請求に係る監査結果」という。）によれ

ば，売却益は３，３２７万１，０００円）となっている。

また，広島市は有用物に係る産業廃棄物処分料に係る

支出を計上しているが，当該処分料（推定１，０００万

円）を支払う必要はない。

よって，上記２点の損害（合計４，３２７万１，０００

円）の補塡及び当該職員への処分を求めるものである。

なお，本件措置請求の内容は，前回の措置請求とおお

むね同じ内容である。

イ　本市の見解



平成３０年１月３１日� 第１０５２号　―１０７―広　　島　　市　　報

ｂ　意見を受けての措置（予定）

監査意見を踏まえ，同様な請負工事等の設計に係

る積算基準等の整備を行う予定である。

ウ　上記イａを除く主張に対する反論について

本件措置請求において，次のとおり，前回の措置請求

からの新たな主張がなされているため，これについて反

論する。

ア　１請求の要旨の⑵のチについて

請求人は，平成２９年９月２２日の市議会本会議に

おいて，環境局長が，「業者が市場売却益を得ること

を考慮して，広島市の設計額より安価に落札したのだ

から問題ない。」という主旨の答弁をしたことは，市

及び市民に対する背信行為であり，工事請負契約及び

入札制度の根幹を揺るがすものであると主張する。

しかし，局長答弁は，前回の措置請求に対する本市

意見書（第２の２の⑵（２ページ１３行目～３ページ

６行目））で述べた設計額等に係る事実関係について

説明したものであり，市及び市民に対する背信行為に

は当たらない。

イ　１請求の要旨の⑵のツについて

請求人は，同じ議会答弁において，環境局長が，

「国有林など間伐等の十分な管理がなされ，一見して

有用物が確認できる場合には有用物として売却するこ

ともあるが，民有地の立木であったことから，工事に

支障とならないよう除去することを重視して産業廃棄

物とした」という主旨の答弁をしたことは，事実と異

なる虚偽答弁であると主張する。

しかし，局長答弁の主旨は，民有林が管理されてい

ることを否定したものではなく，別の契約（平成２４

年度に発注した恵下埋立地（仮称）取付道路建設工

事）と本件請負契約における伐採木の取扱いに係る事

実関係を述べただけにすぎず，虚偽答弁には当たらな

い。

ウ　その他

上記ア及びイを除く本件措置請求は，前回の措置請

求とおおむね同じであるところ，本市の主張は，前回

の措置請求に係る監査結果の第３の２のとおりであ

る。

エ　結論

以上の次第で，本件措置請求は速やかに棄却されるべ

きである。

３　前回措置請求との比較

本件措置請求において述べられている事実関係について，

別紙の平成２９年１０月６日付け広監第７９号「広島市職員

に関する措置請求に係る監査結果について（通知）」（以下

「前回監査結果」という。）で監査結果を通知した広島市職

員に関する措置請求（以下「前回措置請求」という。）にお

いて述べられている事実関係と比較し，違いの有無について

イ　前回の措置請求に係る監査結果の勧告について

ａ　勧告の概要

前回の措置請求に係る監査結果の勧告の概要は，

次のとおりである。

⒜　発生木材運搬費及び伐採木処分費について

広島市は，本件請負契約における元請業者大林

組ＪＶが中間処理施設に搬入していない伐採木に

係る発生木材運搬費及び伐採木処分費について，

その額を算出し，これを既に大林組ＪＶに支払っ

ている場合には，その額について大林組ＪＶに対

し債務不履行に基づく損害賠償請求をするととも

に，いまだ支払っていない場合には，その支払い

を中止するなど必要な措置を講ずること。

⒝　伐採木の売却益相当額について

広島市は，賀茂地方森林組合が中間処理施設に

搬入せずに売却した伐採木の売却益相当額につい

て，その額を算出し，その額について，同組合に

対し，不当利得返還請求をするなど必要な措置を

講ずること。

ｂ　勧告を受けての措置（予定）

本件措置請求は，おおむね前回の措置請求と同じ

内容であるところ，本市は，前回の措置請求に対す

る勧告を踏まえ，次のとおり，現在，勧告に沿った

対応をしているところである。

⒜　発生木材運搬費及び伐採木処分費について

本市が調査したところ，中間処理施設に搬入し

ていない伐採木に係る発生木材運搬費及び伐採木

処分費は，１３万９，９３０円及び１９３万５，１�

２０円であることが判明した。

この発生木材運搬費及び伐採木処分費につい

て，大林組ＪＶとの協議を行っており，協議が整

い次第，請負代金からの減額を行う予定である。

⒝　伐採木の売却益相当額について

上記のとおり，本市が調査したところ，中間処

理施設に搬入していない伐採木に係る伐採木の売

却益相当額は３４９万２６０円である。

この伐採木の売却益相当額について，大林組Ｊ

Ｖ及び賀茂地方森林組合との協議を行っており，

協議が整い次第，この額を請求する予定である。

よって，本件監査請求での主張については，本

市が前回の措置請求に対する勧告を踏まえて既に

対応していることから，新たに措置請求する理由

はない。

ウ　前回の措置請求に係る監査結果の意見について

ａ　意見の概要

今後同様な請負工事等の設計に当たって，有価物

の財産価値を認識した設計とするため，適正な事務

処理を示した手引や設計積算基準の整備等に取り組

まれたい。
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りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなか

った場合に，当該行為の存在及び内容を知ることができた

と解される時から相当な期間内に監査請求をした場合には

正当な理由が認められるとされる（最高裁平成１４年９月

１２日判決）。

本件請負契約の締結は，平成２８年３月１日になされた

ものであり，平成２９年１０月１７日になされた本件措置

請求は，請求期限を徒過しており，また，本件請負契約

は，入札公告において契約関係書類を一般の閲覧に供した

上で，市議会における公開の審議・議決を経て締結されて

いるのだから，請求期限までに住民が相当の注意力をもっ

て調査を尽くしても客観的にみて監査結果をするに足りる

程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなかった

場合に該当するとはいえない。

したがって，本件措置請求において請求期限を徒過した

ことにつき正当な理由があるとはいえない。

別紙

広 監 第 ７ ９ 号

平成２９年１０月６日

請求人

（略）

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　平成２９年８月１０日付けで受け付けた広島市職員に関する措

置請求（以下「本件措置請求」という。）について，地方自治法

第２４２条第４項の規定により監査を行ったので，その結果を同

項の規定により次のとおり通知する。

第１　請求の要旨

平成２９年８月１０日付けで提出のあった広島市職員措置請

求書に記載された内容は，以下のとおりである。

松井一實広島市長，橋國雅文環境局埋立地整備部長，神田裕

明前恵下埋立地建設事務所長，松島邦彦前恵下埋立地建設事務

所専門員，その他恵下埋立地建設事務所「恵下埋立地（仮称）

建設工事」担当者等にかかる措置請求

１　請求の要旨

⑴　概要

「恵下埋立地（仮称）建設工事」（工期：平成２８年３

月１日から平成３２年３月１０日，施工業者：大林・洋

林・宮川建設工事共同企業体）においては，伐採した立木

（以下，「伐採木」という。）はすべて産業廃棄物として

確認した。

第４　監査の結果

１　事実関係の確認

本件措置請求において述べられている事実関係は，前回措

置請求において述べられている事実関係と内容において同一

のものであると認められる。

したがって，本件措置請求に対する判断の基となる事実関

係については，前回監査結果において確認した事実関係のと

おりである。

２　判断

上記１の事実関係から，本件措置請求に対する判断につい

ては，前回監査結果における判断のとおりとする。

３　その他

なお，本件措置請求において，請求人は，次に掲げる主張

をしているが，これらについては，それぞれで述べるとお

り，上記２の判断に影響を与えるものではない。

⑴　本件請負契約における伐採木の処分に係る債務の内容

請求人は，本件請負契約における伐採木の処分に係る大

林組ＪＶの債務について，伐採木を中間処理施設に搬入し

さえすればよいというものではなく，搬入後木材チップに

するところまでが債務内容であったと主張し，それを行っ

ていないのは債務不履行であるから，伐採木処分費の支払

は違法であると主張する。

しかし，本件請負契約においては，詳細な仕様書が作成

されているところ，当該仕様書には伐採木を中間処理施設

に搬入することしか定めておらず，木材チップにすること

は定めていないのであって，また，本件請負契約全体の趣

旨から木材チップにしなければ契約の目的が実現できない

といった特段の事情があるともいえないことから，搬入後

の伐採木を木材チップにすることまでが本件請負契約の内

容とされているとはいえない。

よって，中間処理施設に搬入された伐採木の伐採木処分

費の支払については，債務不履行はないのであり，違法・

不当な点はない。

⑵　請求期限徒過の正当な理由

請求人は，本件請負契約について知ったのは平成２９年

９月１４日の中国新聞の報道によってであり，知ってから

１年以内の本件措置請求は請求期限徒過につき正当な理由

があると主張する。

住民監査請求は対象となる財務会計上の行為の後１年を

経過したときは請求することができないとされているが

（地方自治法第２４２条第２項），請求期限までに請求で

きなかったことについて正当な理由がある場合は，請求す

ることは可能であるところ，この正当な理由については，

請求期限までに普通地方公共団体の住民が相当の注意力を

もって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足
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通り佐伯区石内のゴールドフォレストとしている）

〔事実証明書３〕

カ　ところが，産廃処分されているはずの伐採木の

「幹」の部分が，市場で売却されていた。

キ　市場売却益は売主であった賀茂地方森林組合が得て

いた。その額がいくらかであるのかは不明であるが，

おおよそ推定すれば１，０００万円程度になると思わ

れる。大林組ＪＶも広島市も，関係ないため把握して

いないと言っているが，広島林産中市協同組合か賀茂

地方森林組合に確認すれば分かるはずである。

私たちの指摘によって，広島市が大林組ＪＶに聞取

り調査したところでは，売却された量は，平成２８年

１２月までに３，７００㎥ということであった。〔事

実証明書４〕

なお，賀茂地方森林組合は，本件工事の一次下請業

者である。〔事実証明書５〕

ク　市場売却されていた幹は，伐採現場において枝を取

り払われ，幹のみにしてトラックに積み込み易いよう

選別・集積されていたものである。

伐採木は，再資源化施設で再資源化処理（チップ等

にする処理）を行うこととして処理費用が組み込まれ

ている。しかし，「幹」の部分はそのままで売却され

ている。

設計上は，佐伯区五日市町石内のゴールドフォレス

トで再資源化するとして，その費用（１㎥当り２，２�

００円）が計上されている。市場売却された数量を

３，７００㎥とすれば，１，０００万円程度（諸経費込

み）が，実際に再資源化の作業をしていないにも関わ

らず支払われた額になる。

河本組での処分費が，河本組の公表通り１㎥当り

７，５００円であれば，２，７００万円余りが大林組Ｊ

Ｖから河本組に渡っているということになるが，再資

源化処理をしていないのであるから，共謀して処理費

用を広島市からだまし取ったという構図になってい

る。産廃処分費は〔事実証明書６〕の通り。

ケ　木材運搬トラックが，伐採現場から河本組に行くの

ではなく，木材市場の方に行ったという目撃情報〔事

実証明書７〕からは，産廃処分場への運搬費も支出し

てはならない経費ということになる。しかし，本件工

事の設計に組み込まれている。

実際に伐採現場から直接木材市場に搬入された量

は，運搬トラックのナンバー記録や運行記録を突き合

わせれば判明すると思われる。

コ　産廃処分されているはずの伐採木の一部が市場売買

されていることについて，昨年，恵下埋立地建設事務

所を訪れ，神田裕明所長に話し，調査と是正措置をお

願いした。その後の広島市の見解は，「すべて産廃処

分としているが，再資源化施設において手選別で，廃

棄物と有用物をより分け，有用物を市場売却している

処分することとして，その処分料金を工事金額に含んでい

た。

ところが，伐採木のうち「幹」の部分が「産廃処分」で

はなく，「有用物」として木材市場で売却されていた。

その結果，産廃処分料と売却益の両方が，違法・不当に

請負業者に渡った。

昨年，神田裕明前恵下埋立地建設事務所長に対してこの

ことを指摘し，調査及び是正措置をお願いした。しかしな

がら，広島市は是正措置（返納措置）をとらなかったた

め，違法・不当に税金を支出することとなり市民に損害を

与えた。（平成２８年１２月以降の伐採分については，指

摘通り産廃から有用物に変更し直接木材市場で売却してい

るとの事であるので，措置請求は，産業廃棄物としながら

市場で売却されていたものに対してである。）

かかる違法・不当な公金支出に対して，損害額の返金処

理と，当該職員への相応の処分を求めるため監査請求する

ものである。

⑵　説明

ア　事実関係

ア　伐採木を有用物として市場売却した場合には，売却

益を市へ返納することとなっている。伐採木は市の財

産であること，売却益は工事とは別物であることか

ら，市の財産によって得た収益は，市に返納する必要

があるからである。

これとは逆に，伐採木を市場価値のないものとして

産廃処分する場合は処分料金を払って産廃処理業者に

引取らせ処分する必要がある。

イ　本件工事に先立って行われた「恵下埋立地（仮称）

取付道路建設工事」においては，伐採木の「幹」の部

分は，有用物として木材市場で売却され，売却益が市

に返納されている。その売買記録の一部を〔事実証明

書１〕として添付する。

ウ　木材市場（広島林産中市協同組合）は，本件工事現

場から約２０㎞の位置にあることから，運搬距離が短

く，運搬料金を支払っても売却益が見込まれる。市が

設計に計上した産廃処分施設（再資源化施設）も約

２０㎞とほぼ同じ距離にあり，両者を比較しても，有

用物として市場売却する方を選んで設計すべきもので

あった。

エ　しかしながら，先に行われた取付道路の工事では

「幹」を市場売却としたにも関わらず，本件工事で

は，伐採木は，「幹」の部分を含めて，全て産業廃棄

物として処分する設計で工事発注された。〔事実証明

書２〕

オ　大林組ＪＶが作成した施工計画書においても，伐採

木は，全て産業廃棄物として処分することとしてい

る。大林組ＪＶは，「幹」及び「根株」については，

運搬距離が５０㎞もある河本組（安芸太田町川手）で

処分することとした。（なお，枝葉については，設計



―１１０―　第１０５２号� 平成３０年１月３１日広　　島　　市　　報

した詐欺事件ともいえるのではないか。

前の工事（恵下埋立地（仮称）取付道路建設工事）

で市場売却としたにも関わらず，本件工事で産業廃棄

物として設計したこと自体不自然であり，当初から業

者と結託してそのような設計としたのではないかとの

疑念すら生じる内容である。

ソ　一般に，廃棄物か有用物かは，「中間処理（再資源

化処理）に要した費用」＋「売却先への運搬費」が，

売却益を上回れば廃棄物，下回れば有用物と判断され

ており，廃棄物を再資源化施設で資源化して売買する

こと自体は違法ではない。

しかし本件は，伐採現場で選別し幹の部分のみトラ

ックに積込んでいるので，中間処理施設（再資源化施

設）で手選別している訳ではない。また，実態として

も，中間処理施設まで運搬せず，直接木材市場に搬入

している。（目撃情報）

更に，本省産業廃棄物対策室長通知に明確に「廃棄

物」ではないと記載されているように，「幹」の部分

は産廃ではないのであるから，産廃のマニュフェスト

に載せるべきものではない。一度，中間処理施設（河

本組）までわざわざ搬入して，そこでトラックを変え

て木材市場に搬入したとしても，現場で有用物として

選別されているのであるから，産廃を装って処分費を

詐欺したということに変わりはない。

このような問題についての広島市への文書での質問

に対する文書での回答は，〔事実証明書１４〕の通り

であった。

タ　環境影響評価書には，伐採木は，可能な限り製材用

材等として有効活用することが記載されている。しか

し，本件工事において，それを無視した設計を行って

いる。〔事実証明書１５〕

また，木材市場の役員の方からも，広島市に対し

て，貴重な伐採木を市場に出すよう要望したという話

がある。その時点では，産廃処分するので出せないと

広島市に断られたそうである。

チ　木材市場で売却したのは，請負業者の一次下請けで

ある「賀茂地方森林組合」である。広島市の所有物

が，いつの間にか，賀茂地方森林組合の所有物として

市場売買されるという，いわば横領行為も行われてい

るが，広島市の担当者が，そのことを知った上で黙認

していることも大きな問題である。

ツ　産業廃棄物は，マニュフェストによって，その行先

が分かるようになっている。本件工事は電子マニュフ

ェストであり，最終処分場所の記載されているもの

（紙マニュフェストのＥ票にあたる部分）を広島市に

開示請求したが，取得していないとして開示されなか

った。〔事実証明書１６〕

本件工事の排出事業者は元請業者であるが，市は，

最終処分まで監視し違法な処理が行われていないか確

ので違法ではない」というものであり，議会でも，伐

採木のすべてを産廃処分（再資源化施設に搬入）する

ことして設計計上し，施工業者もその通り再資源化施

設に搬入していると答弁をしている。〔事実証明書

８〕

なお，広島市からの問い合わせに対して元請業者

は，すべて産廃処分している（中間処理施設に搬入し

ている）と答えている。〔事実証明書９〕

サ　しかしながら，現場で伐採された樹木は，現場で，

枝と幹の部分に分けられ，幹は４mに切断されたうえ

で集積して，トラックに積み込まれており〔事実証明

書１０〕，中間処理施設（再資源化施設）で手選別で

より分けている訳ではない。

現場で，そのまま木材市場に搬入できる状態にして

いること，事実としてその幹を木材市場で売買したこ

とから，「幹」は伐採現場に存在している時点ですで

に「産業廃棄物」ではなく「有用物」であった。

従って，産廃処分場までの運搬費も支払うべきでは

ない経費ということになる。

シ　平成１１年１１月１０日付け厚生省生活衛生局水道

環境部産業廃棄物対策室長通知には，「根株等を製材

用材等のように一般的に有価で取引きされているもの

として利用する場合は廃棄物に該当しないものであ

る」と明確に記載されている。〔事実証明書１１〕

本件のように，有価で取引されている製材用材とし

て利用する場合には，「廃棄物」ではなく「有用物」

として取り扱わなければならない。

ス　伐採現場と木材市場，河本組との位置関係は〔事実

証明書１２〕の通りであり，一度河本組まで搬出して

そこで積みなおして再度木材市場まで戻ってくるよう

な位置関係にはない。このことは，当初から，幹の部

分を河本組に運ぶのではなく木材市場への運搬を前提

としているとみることができる。

なお，本件工事の設計で見込んでいる再資源化施設

ゴールドフォレストは〔事実証明書１３〕の位置にあ

る。

セ　先に記述した通り，幹の部分は，実際に市場で売却

したのであるから，「廃棄物」ではなく「有用物」で

ある。当初設計を変更せず廃棄物のままとしたこと自

体が違法・不当である。

幹の売却益（１，０００万円程度になるものと推定

される）は市に返納すべきものである。

廃棄物ではないのであるから，産廃処分料金（１，

０００万円程度になるものと推定される）も支払って

はならないものである。

あわせて２，０００万円程度が，違法・不当に請負

業者に支払われたが，これは，廃棄物処理を利用した

偽装工作による詐欺であり，業者と，その事実を知っ

ていながら返納を求めなかった広島市の担当者も結託



平成３０年１月３１日� 第１０５２号　―１１１―広　　島　　市　　報

し，その途上２０㎞地点にある木材市場に搬入してい

たことを知りながら，業者と一体となってその事実を

隠していることが，地方公務員法に違反している。

オ　環境影響評価書に記載された計画を無視して，環境

保全を図る措置をしなかったこと，先に行われた「恵

下埋立地（仮称）取付道路建設工事」とは真反対の産

業廃棄物としたことは，意図的な何かがあったと推測

されるものである。公務員が公務員として職務上尽く

すべき義務に違反しており，ここには違法行為がある

と考えざるを得ない。

カ　上記の結果，払ってはならない産廃処分料を支払っ

たこと，市場売却益を返納させなかったことが，公金

の不当支出にあたり，市民に損害を与えた。

キ　「幹」の部分は産廃ではないとの私たちの指摘を正

しいと考え，広島市は，平成２８年１１月１７日に請

負業者に対して，追加で用地取得した土地の伐採範囲

については，有価物となる木材を分別し，売り払いを

行うことを指示した。〔事実証明書１７〕

広島市は，この指示書をもって，平成２８年１２月

以降の伐採においては，有用物として直接市場に搬入

し，売却益を市に返納することとしたと称している。

そのように見直した理由を「工事請負契約の締結後の

昨年９月に，売買契約を締結した土地所有者の方か

ら，大切にして育てた木を廃棄物として取り扱うので

はなくて，建築資材として扱って欲しいとのご要望を

いただいたため，昨年１２月から伐採木の中で，建築

資材への活用が可能なものは，元請け業者が直接木材

市場の方で売り払うよう見直しております。」と議会

（Ｈ２９．３．８予特）で説明したことは，問題の本質

を隠して議会を欺くものであり，不当行為にあたる。

⑶　請求の対象となる職員

・本件工事の契約者　　　松井一實広島市長

・本件工事の契約責任者　�橋國雅文環境局埋立地整備部

長

・本件工事の実施責任者　�神田裕明前恵下埋立地建設事

務所長

・本件工事の現場責任者　�松島邦彦前恵下埋立地建設事

務所専門員

・その他，本請求理由による公金の違法・不当支出に関

わったすべての職員（氏名不知）

⑷　損害の推定

違法に支払われた産廃処分費　推定１，０００万円

市に返納すべき木材の売却益　推定１，０００万円

合計２，０００万円

⑸　請求する措置

・不当な公金支出の是正（設計変更による違法・不当な

支出の返納）

・関係職員の処分

⑹　問題点の図化

認する必要がある。マニュフェスト上は，幹の部分

は，河本組で再資源化され，賀茂地方森林組合に売却

されているはずである。そのマニュフェストを確認し

ていたならば，設計の問題点を把握し，早い段階で

「幹」の部分を直接市場売却することに切り替えたで

あろう。しかし，私たちが指摘するまで仕様変更しな

かったし，それ以前に伐採したものについては不問と

した。

すでに伐採済のものについても，本省通達の通り

「幹」の部分は産業廃棄物ではないのであるから，適

正な変更処理をしなければならなかったが，状況を把

握していたにも関わらず変更処理をしなかったことが

大きな問題である。

テ　神田裕明前所長は，議会で，再資源化施設に持ち込

んだ産業廃棄物を「手選別」によって，廃棄物と有用

物により分けたのち有用物として市場売買したもので

違法ではないとの答弁をしている。

しかしながら，当該伐採木は，伐採現場で「枝」と

「幹」の部分に選別されており，それぞれにトラック

に積み込まれたため，「手選別」の過程がない。議会

を軽視し，虚偽の答弁をした。

イ　違法性，不当性

ア　廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法

律）によれば，「有用物」と「廃棄物」は明確に区分

され，「有用物」と判断されるものは「廃棄物」では

ない。市場価値のある「有用物」に，産廃の処分料金

を支払うのは違法な公金支出行為である。

イ　本件工事の現場に存在している立木は，市の財産で

ある。市の財産が，賀茂地方森林組合の財産として市

場で売却されていたが，この行為は，横領にあたる。

このことを知りながら黙認していることは違法・不当

な行為にあたる。

ウ　広島市は，伐採木は産業廃棄物であるとし，再資源

化施設で「手選別」によって，廃棄物と価値のあるも

のに分けられ，価値のあるものが市場で売買されたの

であるから違法ではないと議会で答弁したが，実際に

は，伐採現場で「枝葉」と「幹」に区分けされ，

「幹」の部分のみまとめてトラックに積み込まれてい

るのであるから，再資源化施設での「手選別」はあり

得ない。全く手をかけていないにも関わらす，かかる

説明を議会でしたことは，議会及び市民への背信行為

である。

エ　平成１１年１１月１０日付け厚生省生活衛生局水道

環境部産業廃棄物対策室長通知に，「根株等を製材用

材等のように一般的に有価で取引きされているものと

して利用する場合は廃棄物に該当しないものである」

と明確に記載されている通り，木材市場で売却した

「幹」が産業廃棄物に該当しないことを知りながら，

また，５０㎞も離れている河本組を再資源化施設と
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れ良質木材の産地として手厚く育成・保護され，明治時代

以降も営林署や民間で手厚く増植林されてきたところで

す。ここを広範囲に伐採し環境に影響を与える事業ですか

ら，環境保全に十二分に留意することが求められていま

す。

環境影響報告書には，本事業が環境保全措置の一つとし

て，伐採木の再利用・再資源化を図る計画であることに対

して，「可能な限り建築資材等としての再利用や，チップ

化等により，再利用・再資源化を図ることにより，廃棄物

の発生の低減が見込まれます。」と評価しています。

しかしながら，そのように評価した広島市自身が，恵下

埋立地（仮称）建設工事において，伐採木をすべて産業廃

棄物として処分する設計としました。その設計に従い，工

事を請け負った大林組ＪＶによって，伐採木を「枝・葉」

「幹」「根」の部分に現場で区分けした上で，トラックに

より産業廃棄物の再資源化施設（枝・葉はゴールドフォレ

スト，幹・根株は河本組）に搬出する処分計画が策定され

ました。

ところが，建築資材等として価値のある幹の部分は，産

業廃棄物として処分されるのではなく，河本組への搬出路

の途中にある木材市場に搬出し，有価物として売却されて

いました。

このことについて異議を唱えたところ，立木伐採を半分

程度残した時点で方針転換し，幹の部分について，環境影

響評価書に記載の通り，有用物として直接市場売却するこ

ととなりました。しかしながら，それ以前に伐採された部

分については，有用物として市場売却されていたにも関わ

らず，設計を是正しなかったため，産業廃棄物処分費用と

木材の市場売却益の両方を請負業者が違法・不当に得るこ

ととなりました。

広島市は，環境影響評価での設計の考え方を踏襲するこ

となく，環境に配慮することなく設計し工事を進めていま

す。

平成１７年度には，廃タイヤ等の燃える大規模な火事の

あり，大規模に燃え殻が存在し土壌汚染の可能性のあるこ

とを知っていました。平成１９年度から２２年度にかけて

の現地調査（ボーリング調査）では，燃え殻を掘り当てて

いたにも関わらず，その燃え殻の分析を行うことなく土壌

汚染のない土地として土地を取得したことや，土壌環境基

準の２９倍ものダイオキシン類や同じく８．２倍もの鉛の

存在を放置し続けたことなど，広島市職員の対応に不信感

を持ち，事務処理能力に不安を感じています。このような

仕事の進め方をしていては，安全・安心は確保できませ

ん。

全身全霊で職務に専念し，市民の福祉の向上に寄与でき

る組織に生まれ変わって欲しいというのが，切なる願いで

す。

地方自治法第２４２条第１項の規定により，別紙事実証明書

○「幹」は製材用材としてそのまま木材市場で売買（再

資源化の工程がない）

○「枝葉」は，破砕機でチップ等にして再資源化される

○「根株」は土がついているが，破砕すれば再資源化可

能。不可能な場合は廃棄される

⑺　住民監査請求を行うに至った想い

広島市の次期一般廃棄物最終処分場として計画・整備さ

れている「恵下埋立地」の工事において，不適切な公金支

出が行われました。

恵下埋立地は，広島市佐伯区恵下地区の山林約１０２

haを事業地とする計画で，そのうち約３１haを開発する

ものです。「恵下埋立地（仮称）取付道路建設工事」によ

って約３haがすでに開発済み（建設工事は平成２４年７

月５日から平成２８年１月２９日にかけて行われた）であ

り，今回「恵下埋立地（仮称）建設工事」により，広範囲

にわたって大規模伐採が行われています。

この地は山林ですから，まず最初に立木の伐採が必要と

なります。

恵下地区は，江戸時代「御建山（おたてやま）」と呼ば
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ト開示請求に対する不存在決定

〔事実証明書１７〕�有価物となる木材を分別し，売り払いを

行うことの指示書

第２　請求の受理

本件措置請求は，地方自治法第２４２条第１項の所定の要件

を具備するものと認め，平成２９年８月３０日に，同月１０日

付けでこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

１　請求人による証拠の提出及び陳述

地方自治法第２４２条第６項の規定に基づき，平成２９年

９月１３日に請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設け

たところ，請求人は新たな証拠として次の書類を提出すると

ともに，陳述を行った。

（新たな証拠として次の書類が提出されているが，添付を

省略する。）

・〔事実証明書７〕木材運搬トラックの目撃情報

・〔事実証明書１０〕伐採された木の集積・積込み

・〔事実証明書１５〕�恵下埋立地環境影響評価書（抜

粋）

・鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領

（抜粋）

・県民の声・意見の内容

請求人は，以下の点について，陳述した。

⑴　職員措置請求書に沿った内容の説明

⑵　新たな証拠として提出した書類等に基づく補足説明

ア　土地と一緒に購入した立木の所有権について鳥取県と

本件との比較

イ　本件伐採木の処分方法が環境影響評価書の環境保全措

置の記載事項と異なること。

２　広島市長の意見書の提出及び陳述

広島市長に対し，意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ，平成２９年９月１２日付け広施恵第３２０号により意

見書が提出された。なお，陳述は行わなかった。

意見書の内容は，以下のとおりである。

⑴　本市の意見の趣旨

請求人の主張には理由がないため，本件措置請求は棄却

されるべきである。

⑵　本市の意見の理由

ア　本件措置請求の要旨

本件措置請求の要旨は，おおむね次のとおりであると

解される。

平成２８年３月１日に広島市と大林・洋林・宮川建設

工事共同企業体（以下「大林組ＪＶ」という。）との間

で締結した恵下埋立地（仮称）建設工事（以下「本件工

を添え，必要な措置を請求します。

（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が，添付を省略する。）

〔事実証明書１〕�本件工事に先立って行われた「恵下埋立地

（仮称）取付道路建設工事」において有用

物として市場売買された売買記録の一部

〔事実証明書２〕�本件工事設計仕様書（伐採木は，「幹」の

部分を含めて，全て産業廃棄物としてい

る）

〔事実証明書３〕�大林組ＪＶが作成した施工計画書（伐採木

は全て産業廃棄物として処分。産廃処理業

者（再資源化業者）を河本組（安芸太田町

川手）としている）

〔事実証明書４〕�広島市が大林組ＪＶに木材市場での売却数

量を聞取り調査したもの

〔事実証明書５〕�本件工事の施行体系図（賀茂地方森林組合

が一次下請業者）

〔事実証明書６〕�本件工事の「幹」の部分に係る処分費の基

準及び概算処分費

〔事実証明書７〕�木材運搬トラックが，伐採現場から河本組

に行くのではなく，木材市場の方に道を変

えたという目撃情報

〔事実証明書８〕�議会答弁の抜粋（伐採木のすべての産廃処

分（再資源化施設に搬入）することして設

計計上し，施工業者もその通り再資源化施

設に搬入していると答弁）

〔事実証明書９〕�大林組ＪＶが，伐採木をすべて産廃処分し

ている（中間処理施設に搬入している）こ

とを広島市に回答した文書

〔事実証明書１０〕�伐採された樹木のトラックへの積込み状

況（現場で，枝と幹の部分に分けられ，

幹は４mに切断されたうえで集積して，

トラックに積み込まれる）

〔事実証明書１１〕�平成１１年１１月１０日付け厚生省生活

衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通

知（「根株等を製材用材等にように一般

的に有価で取引きされているものとして

利用する場合は廃棄物に該当しないもの

である」と記載）

〔事実証明書１２〕�伐採現場と木材市場，河本組との位置関

係

〔事実証明書１３〕�本件工事の設計で見込んでいる産廃処分

場（再資源化施設）の位置

〔事実証明書１４〕�広島市への文書での質問に対する広島市

の文書回答

〔事実証明書１５〕�伐採木は可能な限り製材用材等として有

効活用するとの環境影響評価書の記述

〔事実証明書１６〕�本件工事の産業廃棄物処理マニュフェス
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者等が伐採木のうちの一部が売却できることを見越し

ていたことから伐採木の処理に係る費用を安価に見積

もることができたとの説明を受けたところである。

（別添資料１の１参照）

よって，本市が設計した金額（２億９６６万４，０�

００円）と大林組ＪＶの見積金額（１億１，３２９万�

９，２００円）との差額（９，６３６万４，８００円）

は，伐採木を有用物として売却することを見込んだこ

とによって生じたものといえる。

また，仮に，本件請負契約において，伐採木の一部

（１０%）が有用物に当たるという前提で設計する

（別添資料１の２参照）と，設計金額は，１億７，０�

０８万８，０００円となり，上記大林組ＪＶの見積金

額（１億１，３２９万９，２００円）の方が安価とな

る。

なお，本市は，大林組ＪＶが産業廃棄物処理施設に

搬出した伐採木のうち，市場で売却された木材の売却

益は３，３２７万１，０００円と確認している。（別添

資料１の３参照）

以上のことからすれば，有用物に係る産業廃棄物処

分料として設計費に計上されている額は，本市に損害

を発生させるものとはなっていない。

ウ　請求人の違法性・不当性に係る主張に対する反論につ

いて

請求人が主張する違法性・不当性（第１の１請求の要

旨⑵イ）についても，請求人の主張には理由がない。以

下その理由を述べる。

ア　請求の要旨⑵イアについて

請求人は，有用物に産業廃棄物処分料を支払うのは

違法な公金支出であると主張している。

しかし，平成１１年１１月１０日厚生省生活衛生局

水道環境部産業廃棄物対策室長通知（以下「厚生省通

知」という。）は，根株等（根株，伐採木及び末木枝

条）を有用物として利用する場合は廃棄物として規制

する必要がないことを示したにすぎず，根株等を有用

物として取り扱う場合の公共工事の積算について何ら

言及するものではなく，本件請負契約において，有用

物に係る産業廃棄物処分に必要となる料金を見込んで

いることが違法となる論拠とはなり得ない。

イ　請求の要旨⑵イイについて

請求人は，本件工事の現場に存在している立木が本

市の財産であるのに，本市が，当該立木が市場で売却

されていることを知りながら黙認していることは，違

法・不当な行為に当たるなどと主張している。

しかし，上記イのアのとおり，本件請負契約成立時

点で，立木の所有権は，本市から大林組ＪＶに移転し

ていることから，違法・不当の主張は当たらない。

ウ　請求の要旨⑵イウについて

請求人は，伐採木について，実際には伐採現場で

事」という。）の請負契約（以下「本件請負契約」とい

う。）において，同年１２月までの間，広島市は，伐採

木のうち有用物（市場価値を有する幹）については産業

廃棄物として処理すべきではないにもかかわらず，この

有用物を含めて伐採木の全てを産業廃棄物として処理す

ることとしていた。

本件工事の現場の立木は広島市の財産である（広島市

に所有権がある。）にもかかわらず，大林組ＪＶの下請

業者（本件工事の現場における立木の伐採を行う業者）

及び委託業者（発生した伐採木を産業廃棄物処理施設

（再資源化施設）において処理を行う業者及び運搬業

者）（以下「下請業者等」という。）が伐採木のうち有

用物を売却した利益を得ており，当該売却によって生じ

た利益は，広島市にとっての損害（推定１，０００万

円）となっている。

また，広島市は有用物に係る産業廃棄物処分料に係る

支出を計上しているが，当該処分料（推定１，０００万

円）を支払う必要はない。

よって，上記２点の損害（合計２，０００万円）の補

塡及び当該職員への処分を求めるものである。

しかしながら，本件請負契約は，本市に何ら損害を発

生させるものではなく，請求人の主張には理由がない。

以下その理由を述べる。

イ　本市に損害を発生させていないことについて

ア　伐採木のうち有用物を売却したことによって生じた

利益について

本件請負契約は，恵下埋立地（仮称）を建設するに

当たって，工事の支障となる立木を除去するために，

本市が大林組ＪＶに対し，立木の伐採と伐採木等の処

分を全面的に委ねたものである。したがって，本件請

負契約成立時点で，当該立木に係る所有権は，本市か

ら大林組ＪＶに移転している。

よって，本市は，発生した伐採木が産業廃棄物であ

るか有用物であるかの如何に関わりなく，当該発生し

た伐採木の所有権を有していないことから，大林組Ｊ

Ｖの下請業者等に対して，当該伐採木の売却益を請求

することはできない。また，当該伐採木の売却益を請

求する法的根拠のない本市にとって，それが損害にな

るということはあり得ない。

イ　有用物に係る産業廃棄物処分料を設計費に計上する

ことについて

本市が本件請負契約において，伐採木の処理（立木

の伐採，この伐採木の運搬及び根株の全てを産業廃棄

物として処理するもの）に要する費用として設計した

金額は，２億９６６万４，０００円である。

他方，大林組ＪＶが入札時に，本件請負契約の伐採

木の処理に要する費用として提示した見積金額は，１�

億１，３２９万９，２００円である。これについては，

本件請負契約締結後に，本市は大林組ＪＶから下請業
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な管理がなされ，一見して有用物が確認できるもので

あったことから，伐採木の一部を売却することを見込

んで設計したが，本件工事は，民有地の立木を除去す

ることを重視して設計したものである。

よって，事実に則した設計をしたところであり，公

務員として職務上尽くすべき義務に違反しているとは

いえない。

カ　請求の要旨⑵イカについて

請求人は，本市が，払ってはいけない産業廃棄物処

分料を支払い，市場売却益を返納させなかったこと

が，公金の不当支出に当たり，市民に損害を与えたと

主張している。

しかし，上記イのとおり，本件請負契約において，

本市には損害が発生していないのであるから，公金の

不当支出には当たらない。

キ　請求の要旨⑵イキについて

請求人は，本市が平成２８年１２月以降，伐採木を

売却した利益相当額を本件請負契約の代金から減額す

る取扱いに変更したことについて，請求人らの指摘が

正しいと考えて行ったものであるのに，土地所有者か

ら，大切に育てた木を廃棄物ではなく建築資材として

扱ってほしいとの要望を受けたためであると議会で説

明したことは，問題の本質を隠し議会を欺く不当行為

であると主張している。

しかし，平成２８年１２月１９日以降，伐採木のう

ち売却した利益相当額を本件請負契約の代金から減額

することとしたのは，本件請負契約の締結時に未買収

地であった土地所有者から，立木を市場で売却してほ

しいとの要望があったため，立木が有用物と確認でき

る場合の取扱いに切り替えることにしたものである。

なお，この取扱いの切替えは，本件請負契約の土木

工事施工条件９の⑫（未買収用地等の立木の搬入先に

ついて）において，取得する用地の立木補償条件等に

より，立木の搬出先が変更される可能性があることを

記載していたことを踏まえてのものである。（別添資

料２参照）

平成２９年３月８日の予算特別委員会での本市職員

の答弁は，こうした事実関係を説明したものであっ

て，議会を欺く不当行為ではない。

エ　まとめ

以上の次第で，請求人が主張する内容について，いず

れも本市には何ら損害が発生していないことから，本件

措置請求は棄却されるべきである。

（意見に係る証拠書類として，次の書類が提出されているが，

添付を省略する。）

資料１　�恵下埋立地（仮称）建設工事における伐採木の処分

に係る費用等

資料２　恵下埋立地（仮称）建設工事土木工事施工条件

「枝葉」と「幹」に区分けされているのに，産業廃棄

物処理施設（再資源化施設）で「手選別」によって廃

棄物と価値のあるものとに分けられている旨を本市が

議会で答弁したことは，議会及び市民への背信行為で

あると主張している。

しかし，大林組ＪＶからの聞き取りを踏まえ，産業

廃棄物処理施設において伐採木の手選別（選別処理）

がされていると答弁したことは，本件工事の現場にお

いて伐採木を幹と枝葉に分別していることを否定した

ものではなく，議会及び市民への背信行為との主張は

当たらない。

エ　請求の要旨⑵イエについて

請求人は，厚生省通知があるにもかかわらず，産業

廃棄物に該当しない「幹」を産業廃棄物として設計し

ていること，また，それが直接木材市場に搬入されて

いることを知りながら，本市が業者と一体となってそ

の事実を隠していることは，地方公務員法に違反して

いると主張している。

しかし，上記アのとおり，厚生省通知は，伐採木の

うち有用物を産業廃棄物として取り扱う場合の公共工

事の積算について言及するものではない。

また，本市は，幹も含めた伐採木の本件工事の現場

から産業廃棄物処理施設への搬出については，廃棄物

の処理及び清掃に関する法律に基づき，電子マニフェ

ストで確認しているところであり，本市が業者と一体

となって事実を隠していることはなく，地方公務員法

に違反している事実もない。

オ　請求の要旨⑵イオについて

請求人は，本市が，①環境影響評価を無視して環境

保全を図る措置をしなかったこと，②伐採木の取扱い

について，恵下埋立地（仮称）取付道路建設工事とは

真反対の産業廃棄物処理としたことは，公務員として

職務上尽すべき義務に違反していると主張している。

しかし，以下のとおり請求人の主張に理由はない。

①について

本市が作成した「恵下埋立地（仮称）建設工事に係

る環境影響評価書」）（以下「環境影響評価書」とい

う。）には，環境保全措置として，発生した伐採木に

ついて建築資材等として再利用することのみを掲げて

いたわけではなく，チップ化し代替燃料として再利用

する方法もある旨記載している。本件請負契約におけ

る伐採木は，環境影響評価書のとおり発生した伐採木

をチップ化できる産業廃棄物処理施設に搬出されてい

る。

よって環境影響評価書を無視し，環境保全を図る措

置を行っていないという事実はない。

②について

平成２４年度に発注した恵下埋立地（仮称）取付道

路建設工事の工事場所は，国有林として間伐等の十分
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発生木材
産業廃棄物処分業の中間処
理の許可を有する再資源化
施設

イ　土木工事施工条件

７．建設副産物関係
⑤　�伐採木及び
根株

　本工事において発生する伐採
木及び根株については，下記の
受入場所に搬出することとし，
所在地への搬出を見込んでい
る。
　ただし，下記の受入場所以外
の「産業廃棄物処分業の中間処
分の許可を有し，木質チップ等
として再資源化可能な再資源化
施設」に搬出することを妨げる
ものではない。
　施設名　　�㈱拓美造園樹林リ

サイクルセンター
　　　　　（�名称変更があり，

現在は㈱ゴールド
フォレスト樹木リ
サイクルセンタ
ー）

　所在地　　�佐伯区五日市町大
字石内６７３－１
番地

　運搬距離　１９．４㎞
９．その他
②　�伐採除根量
について

　本工事の施工に当っては，伐
採除根量（体積）について近隣
工事の実績により，下記のとお
り見込んでいる。
　なお，下記の条件により難い
場合は，発注者と受注者の協議
のうえ契約変更の対象とする。
　伐開除根１０，０００㎡あた
り

項　目 数　量
伐採木，木くず
等 １，３００㎥

根株 ９００㎥

⑫　�未買収用地
等の立木の
搬出先につ
いて

　取得する用地の立木補償条件
等により，本条件明示７⑤に示
す搬出先が変更となる場合があ
る。

ウ　工事設計書（共通仮設費内の準備費）

名称 数量 単位
伐採・除根 ２２４，０００ ㎡
集積 ２２４，０００ ㎡
発生木材運搬費 ２２４，０００ ㎡
伐採木処分費 ２９，１２０ ㎥
根株処分費 ２０，１６０ ㎥

⑵　本件工事の前提となる事項

ア　恵下埋立地（仮称）整備事業（以下「埋立地整備事

業」という。）用地内の立木

ア　支障物件調査

　埋立地整備事業用地の取得に当たり，市において，

３　監査対象事項

⑴　本件請負契約に基づく，発生木材運搬費及び伐採木処分

費の支払は，違法又は不当か。

⑵　伐採木の売却益の返還を求めていないことは，違法又は

不当か。

第４　監査の結果

１　事実関係の確認

請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類，広島市長から提出された意見書及び関係書類並び

に広島市の関係職員への調査により，以下のとおり確認し

た。

⑴　恵下埋立地（仮称）建設工事（以下「本件工事」とい

う。）の概要

ア　恵下埋立地（仮称）建設工事請負契約（以下「本件請

負契約」という。）の概要

ア　工 事 場 所　佐伯区湯来町大字和田

イ　工　　　期　�平成２８年３月１日から平成３２年３

月１０日まで

　　　　　　　　（契約締結日　平成２８年３月１日）

ウ　請負代金額　９３億４，８４８万円（当初契約時）

　　　　　　　　�９４億７，４６７万２，６００円（変更

契約時）

　　　　　　　　　変更契約締結日　�平成２８年１０

月７日

　　　　　　　　　変　更　理　由　�公共工事設計労

務単価変更に対

応するため）

エ　受　注　者　�大林・洋林・宮川建設工事共同企業体

（以下「大林組ＪＶ」という。）

オ　工 事 内 容　�全体計画容量１６０万立方メートルの

うちの３５万立方メートルの廃棄物埋

立地建設工事（埋立地の用地約２２万�

４，０００平方メートルの造成その他

工事）

イ　契約図書上の伐採木に係る記載

本件工事の特記仕様書，土木工事施工条件及び工事設

計書には，伐採木について次の内容が記載されている。

ア　特記仕様書

１３　建設副産物の搬出について
　⑴�　工事の施行により発生する建設副産物は，
下記の場所に搬入することとする。なお，指
定場所等との協議等で他の受入れ場所へ搬入
する必要がある場合又は，他の受入場所がな
い場合は，本市と協議し決定するものとす
る。なお，運搬，搬入等にあたり産業廃棄物
に該当する建設副産物は，「廃棄物の処理及
び清掃に関する法律」を遵守すること。

　　　受入場所

建設副産物 搬入場所

�
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
�

�
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
�
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ｄ　受　注　者　フジタ・鴻治建設工事共同企業体

ｅ　工 事 内 容　①トンネル工事，②道路新設工事

イ　契約図書上の伐採木に係る記載

　取付道路工事の特記仕様書及び土木工事施工条件に

は，伐採木について次の内容が記載されている。

ａ　特記仕様書

１４　建設副産物の搬出について
　⑴�　工事の施行により発生する建設副産物は，
下記の場所に搬入することとする。なお，指
定場所等との協議等で他の受入れ場所へ搬入
する必要がある場合又は，他の受入場所がな
い場合は，本市と協議し決定するものとす
る。なお，運搬，搬入等にあたり産業廃棄物
に該当する建設副産物は，「廃棄物の処理及
び清掃に関する法律」を遵守すること。

　　　受入場所
建設副産物 搬入場所

発生木材
（伐採木）

産業廃棄物処分業の中間処
理の許可を有する再資源化
施設

ｂ　土木工事施工条件

伐採木関係 １�．工事区域の樹木は，伐採するこ
ととしているが，元は保安林であ
ったことから売払い可能な有用な
木があると思われるため，伐採木
の約１割は売払い可能な樹木とし
て算出している。
　�　全伐採木１，６４０㎥のうち売
払いを１５０㎥見込んでいる。
　�　伐採量及び売払い量は，協議に
より変更する部分がある。

ウ　積算

　伐採木処分等の積算においては，当初設計時から共

通仮設費内の準備費に，売払いが可能な伐採木につい

ては売払い金額がマイナス計上され，売払いができな

い伐採木については処分費がプラス計上されている。

エ　伐採木の売却実績

　実績として，伐採木を売却できた数量は，１３６立

方メートルとなり，当初の見込み（１５０立方メート

ル）より少なくなったため，数量減分を増額する設計

変更が行われている。

⑶　入礼

ア　入札の状況

本件工事は，一般競争入札で行われ，２者が入札して

いる。２者とも低入札であり，最低価格提示者に対し低

入札価格調査が実施された結果，最低価格提示者が落札

者とされている。

予定価格 10,703,396,000円

調査基準価格 9,612,993,933円

入札者（業者名） 入札金額

大林・洋林・宮川建設工事共同企
業体 8,656,000,000円

立木の樹種名，胸高直径，本数及び林齢等が調査され

ている。

イ　立木の補償額

　埋立地整備事業用地として購入された土地の面積

は，９６万７，０７４．７３平方メートルで，立木の補

償額の総計は，８，０８０万２，６００円とされてい

る。なお，この土地の面積のうち，本件工事により２�

２万４，０００平方メートルの範囲の立木を伐採する

こととされている。

ウ　地権者からの要望等

　用地交渉等において，地権者２名から要望等があ

り，その１名から，平成２７年１０月１４日及び同年

１２月１６日に「伐採木を市場に持っていって欲し

い。」との要望が，平成２８年４月４日には「伐採木

の扱いはどうなったか。」との質問が出され，広島市

（以下「市」という。）からは，「ここの伐採木につ

いては，市場の方へ持って行けるように検討する。」

との回答がなされている。

　他の１名からは，平成２８年６月３０日及び同年１�

０月４日に「伐採木を産業廃棄物扱いにすることは納

得できない。」との意見が出されている。

イ　環境影響評価

本件工事を含む埋立地整備事業は，広島市環境影響評

価条例第２条第２項第６号に規定されている廃棄物処理

施設の設置又はその構造若しくは規模の変更の事業に該

当するため，事業の実施に当たり，あらかじめ環境影響

評価が行われている。

恵下埋立地（仮称）整備事業に係る環境影響評価書

（以下「恵下埋立地環境影響評価書」という。）の第８

章　環境保全のための措置において，伐採木に係る措置

については，次のとおり記載されている。

環境要素 環境保全措置

１５　廃棄物等 工事の実施 ・�伐採木の再利用・再
資源化

１６�　温室効果
ガス等 工事の実施

（伐採木に対して）
・�建設資材等としての
再利用

・�チップ化し代替燃料
として再利用

・�マルチング材（袋詰
め）として再利用

ウ　参考となる工事（恵下埋立地（仮称）取付道路建設工

事（以下「取付道路工事」という。））

ア　取付道路工事の概要

ａ　工 事 場 所　�佐伯区湯来町の大字麦谷及び大字和

田

ｂ　工　　　期　�平成２４年７月５日から平成２８年

１月２９日まで

ｃ　請負代金額　�１６億６，３３３万４，４００円（最

終）
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伐採工 ㎡ 伐採範囲を
明示後

巻尺，測量機器及び
設計図書により面積
を算出する。

伐採木処分 ㎥ 伐採処理後 マニフェストで確認
する。

根株処分 ㎥ 伐採処理後 マニフェストで確認
する。

イ　施工体制

ア　下請契約の状況

　平成２８年５月１６日付けで大林組ＪＶから市に提

出された下請業者通知書における伐採工の施工体制

は，次のとおりとされている。

１次下請業者
賀茂地方森林組合
・�工事内容：伐採
工
　（224,000㎡）
・�契約日：平成28
年4月22日

２次下請業者
尾三地方森林組合
・�工事内容：伐採
工
　（224,000㎡）
・�契約日：平成28
年5月10日

３次下請業者
㈱クワダ林業
・�工事内容：伐採
工
　（224,000㎡）
・�契約日：平成28
年5月10日

佐伯森林組合
・�工事内容：伐採
工
　（180,000㎡）
・�契約日：平成28
年5月12日

イ　伐採木（幹）及び根株の運搬・処分に係る委託契約

の状況

　本件工事における伐採木（幹）及び根株の運搬及び

処分（中間処理）の委託契約は，次のとおりとされて

いる。

項目 委託元 委託先 委託先の
処分内容

委託先によ
る再生品　

運搬 ㈱大林組
広島支店 日高運送㈲ ― ―

処分 ㈱大林組
広島支店 ㈱河本組 破砕 木くずチッ

プ

ウ　伐採木の運搬・処分

ア　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物

処理法」という。）上の扱い

　廃棄物処理法第２１条の３第１項において，廃棄物

処理法上の事業者（以下「排出事業者」という。）

は，建設工事を請け負った元請業者とされており，元

請業者が，廃棄物を自らの責任において適正に処理し

なければならないこととされている。

　廃棄物処理法第１２条の５により，排出事業者が産

業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合で，産

業廃棄物管理票の代わりに電子情報処理組織を使用し

た登録及び報告（以下「電子マニフェスト」とい

う。）による場合は，

五洋・洋伸建設工事共同企業体 9,580,000,000円
※金額は，消費税及び地方消費税相当額を除く。

イ　低入札価格調査

平成２８年１月７日に市により，低入札価格調査の事

情聴取が行われている。この中で，市の設計金額と業者

見積金額の差額の比率が高い工種について調査が実施さ

れ，伐採に係る費用が含まれる準備費についても調査が

行われている。

最低価格提示者（大林組ＪＶ）から提出された準備費

の明細書では，伐採木・根株処分費が市の設計金額と差

が大きかったため，市がその理由を聴き取りしたとこ

ろ，大林組ＪＶから，受け入れた木材をチップ化した上

で１００パーセントリサイクルしているが，チップの需

要が高まっており量的に相当見込めるなどのため，通常

より安価な見積りとしたとの回答がなされている。

⑷　伐採に係る施工

ア　施工計画書の記載内容

平成２８年４月１３日付けで大林組ＪＶから市に提出

された施工計画書には，伐採工について次の内容が記載

されている。

施工時期・数量

項目 施工時期 数量

伐採・除根 平成２８年４月～平成
３０年１２月 ２２４，０００㎡

伐採処分 平成２８年４月～平成
３０年１２月 ２９，１２０㎥

根株処分 平成２８年４月～平成
３０年１２月 ２０，１６０㎥

施工方法

・　伐採前確認

・　草刈・立木枝払い

・　伐採

・　伐採材集積

・　除根

・　場内運搬

・　場外運搬・処分（伐採材積込）

　バックホウにてダンプトラック（１０ｔ）に積

込む。低木・枝葉類はパッカー車に積込み，過積

載とならないように注意する。

　ダンプトラック（１０ｔ）及びパッカー車に

て，所定の処分場所まで運搬し，処分する。

　場外搬出前に，元請職員がマニフェストにより

産廃項目・数量を確認する。

　運搬中は決められたルートを走行し，交通規則

の厳守により運搬する。

検測方法

項目 単位 検査時期 検査方法
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③　その他の範囲についても可能な限りこれに準ずるこ

と

などの指示がなされている。

これに対して大林組ＪＶからは，平成２８年１１月１�

８日付けの工事打合せ簿において，

①　売払い及び運搬契約等の手続期間として，おおむね

１か月程度必要となること

②　その期間中の伐採木を仮置きする場所等もないた

め，運搬契約等の手続が整うまでの間は，これまでど

おり搬出とすること。

に関する協議の申出がなされている。

市からは，同日付けでこれを認める旨の回答がなさ

れ，加えて，契約等の手続が整い次第，速やかに売払い

を開始するよう大林組ＪＶに依頼が行われている。

平成２８年１２月１９日から，大林組ＪＶにより伐採

木が直接木材市場で売却されている。

なお，市からは，当該指示に関する変更契約について

は，他の変更内容がまとまった時点で合わせて行う予定

であると聞いている。

⑸　伐採木が木材市場に直接持ち込まれ売却された事実

市の調査によれば，本件請負契約において，伐採木は全

て中間処理施設に搬入するよう定められているにもかかわ

らず，伐採木の一部が工事現場から中間処理施設に搬入さ

れることなく，直接木材市場に持ち込まれ，売却されたこ

とが確認されている。

中間処理施設に搬入されることなく直接木材市場に持ち

込まれた日は，平成２８年６月１日，２日，３日，６日，

７日の計５日で，持ち込まれた数量は，約８８０立方メー

トルとされている。

これに係る売却代金，また，これに係る伐採木の処分費

及び運搬費の金額は，市及び大林組ＪＶにおいて確認中で

あると聞いている。

⑹　本件工事におけるこれまでの支払状況

ア　支払金額及び支払日

年度 種別 支払金額 支払日

平成27年度 前払金 94,500,000円 平成28年3月23日

平成28年度

前払金 247,000,000円 平成29年3月27日

部分払 119,205,000円 平成29年3月27日

計 366,205,000円

イ　平成２８年度の支払状況

出来高に係る支払は，広島市建設工事請負契約約款第

３７条に規定されており，平成２８年度においては，準

備費（伐採・除根，集積，発生木材運搬，伐採木処分及

び根株処分）の出来高を含め支払が行われている。

①　排出事業者は，産業廃棄物を引き渡した日から３

日以内に，委託に係る産業廃棄物の種類及び数量等

の必要事項を情報処理センター（公益財団法人　日

本産業廃棄物処理振興センター）に登録しなければ

ならない。

②　運搬受託者は，運搬終了日から３日以内に必要事

項を入力して情報処理センターに報告しなければな

らない。

③　処分受託者は，処分終了日から３日以内に必要事

項を入力して情報処理センターに報告しなければな

らない。

④　排出事業者は，情報処理センターから運搬終了報

告又は処分終了報告の通知を受けたときは，運搬又

は処分が終了したことをこの通知により確認しなけ

ればならない。

こととされている。

イ　伐採木の運搬・処分の状況

　本件工事における伐採木の運搬・処分については，

電子マニュフェストにより，産業廃棄物の種類及び数

量，運搬受託者名，処分受託者名，産業廃棄物の引渡

し年月日，運搬先の事業場名，運搬終了年月日，処分

終了年月日等が管理されており，排出事業者である大

林組ＪＶにより，これらの内容が確認されている。

エ　伐採木の売却

市の調査によれば，伐採木が中間処理施設に搬入され

た後に，有価物と考えられる幹が木材市場に持ち込まれ

売却されていたことが確認されている。幹の売却は，工

事現場から中間処理施設に搬入された後，一次下請業者

の賀茂地方森林組合が有価物と考えられる幹を中間処理

業者から買い取り，木材市場に持ち込んで売却するとい

う構図とされている。

幹の木材市場への持ち込みは，伐採木を工事現場から

搬出し始めた平成２８年６月１日から，市が伐採木の一

部を有価物として取り扱い，大林組ＪＶに直接売却を指

示し，その準備が整う同年１２月１９日までの間に行わ

れており，約３，８００立方メートルの木材が，３，３２�

７万１，０００円で売却されている。なお，この材積

は，丸太から不要部分を切り落として角材にした体積

（有効な矩形断面×長さ×本数）とされている。

オ　伐採木の処分方法の変更に係る市の指示

平成２８年１１月１７日付けの工事打合せ簿におい

て，市から大林組ＪＶに対して

①　追加で用地取得した土地の伐採範囲については，価

値がある森林が比較的多いことから，有価物となる木

材を分別し，売払いを行うこと

②　売払いの対象となる基準は，伐採木の末口の直径が

２０センチメートル以上のものとすること
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起算したとしても１年を経過しており，請求期限までに

請求できなかったことについて，正当な理由があるとは

いえない。

したがって，本件請負契約の内容が違法・不当である

とする住民監査請求をすることはできない。

イ　中間処理施設に搬入されていない伐採木に係る発生木

材運搬費及び伐採木処分費について

次に，市の調査によれば，平成２８年６月において，

有価物である伐採木が中間処理施設に搬入されずに売却

されている事実が認められる。

これについては，中間処理施設に搬入されたものとし

て伐採木処分費に係る請負代金が，また中間処理施設に

運搬されたものとして発生木材運搬費に係る請負代金

が，それぞれ既に支払われ，又は支払われることになっ

ているところ，これらは本件請負契約に基づく履行がさ

れていない債務についての支払であり，市の損害と認め

られる。

この点，市は，意見書において，市の設計金額と大林

組ＪＶの見積金額との差額は伐採木を有価物として売却

することを見込んだことによって生じたものであるとこ

ろ，仮に伐採木の一部が有価物に当たるという前提で本

件請負契約を設計しても設計金額は大林組ＪＶの見積金

額を上回ることから，市に損害は発生しない旨を主張す

る。

しかし，低価格入札の調査の際に市が大林組ＪＶから

聴取した内容によれば，準備費が低価格で見積もられた

理由は，伐採木を産業廃棄物としてチップ化しリサイク

ルする予定の下，チップの需要が高く分量も多いと見込

めること等であって，伐採木の一部を木材として売却し

利益を得られる見込みがあることによるものではない。

また，現に成立した請負金額において約束された債務

が履行されていないのであれば，それに対して支払われ

た金員が市の損害に当たるのは上述のとおりである。

以上のことから，中間処理施設に搬入されていない伐

採木についての発生木材運搬費及び伐採木処分費に係る

請負代金の支払は違法であるため，市は，大林組ＪＶに

債務不履行に基づく損害賠償請求を行う等の措置をとる

必要がある。

ウ　中間処理施設に搬入された伐採木に係る発生木材運搬

費及び伐採木処分費について

中間処理施設に搬入された伐採木については，その発

生木材運搬費及び伐採木処分費の支払については，契約

に従ったものであり，違法・不当な点はない。

また，支払の前提となる契約内容の違法・不当を，支

払の違法・不当の理由とすることはできないとされてい

る（最高裁昭和６２年５月１９日判決）。

以上のことから，本件措置請求のうち当該部分につい

ては理由がない。

ウ　部分払に係る検査

当該検査については，広島市建設工事請負契約約款第

３７条第４項に規定されており，１回目の請求に係る出

来形部分等を確認するため，市の検査を受けている。

平成２９年３月１０日に，検査担当課である技術管理

課により検査が実施されており，工事検査調書に施行の

確認が記されている。

２　判断

請求人は，売却された伐採木に発生木材運搬費及び伐採木

処分費を支払ったこと並びに伐採木の売却益の返還を求めて

いないことは違法又は不当であり，これによって市に損害が

発生したと主張するとともに，関係職員の処分を求めている

ことから，以下，検討する。

⑴　伐採木の発生木材運搬費及び伐採木処分費の支払につい

て

本件請負契約において準備費として示される伐採木に関

する工事は，①伐採・除根，②集積，③発生木材運搬，④

伐採木処分，⑤根株処分とされている（工事設計書２６

頁）。

本件請負契約においては，建設副産物としての発生木材

は，産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化

施設に搬入することとされており（特記仕様書７頁），搬

入すべき発生木材は産業廃棄物に限定されていないことか

ら，有価物である発生木材も，中間処理施設に搬入すべき

と解される。

ア　本件請負契約について

請求人は，本件請負契約においては伐採木を全て産業

廃棄物として処分することが前提とされているにもかか

わらず，その一部を木材市場で売却しており，その売却

された伐採木は中間処理施設に搬入されてはいるものの

産業廃棄物として処分されたことにはならず，伐採木処

分費が違法・不当に大林組ＪＶに支払われていると主張

する。

この請求人の主張が，本件請負契約において再資源化

の工程を経ることなく売却された伐採木についても伐採

木処分費を支払うこととされていることが違法・不当で

あるとの趣旨であるとすれば，住民監査請求は対象とな

る財務会計行為の後１年を経過したときは請求すること

ができないとされているところ（地方自治法第２４２条

第２項），本件請負契約の締結は，平成２８年３月１日

になされたものであり，平成２９年８月１０日になされ

た本件措置請求は，請求期限を徒過している。

なお，請求期限までに請求できなかったことについて

正当な理由がある場合は，請求することは可能である

が，請求人は，平成２８年６月６日には，本件契約に基

づいて伐採木がトラックに積載されて木材市場に運ばれ

ていることを知っていたのであるから（本件措置請求に

係る事実証明書７（追加提出分）），その日の翌日から
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ついて，その後売却されたことによる売却益について

は，市はその売却行為者に対し，売却益の返還を求める

法的根拠を欠き，違法・不当に財産の管理を怠る事実に

該当すると認められないので，本件措置請求のうち当該

部分については理由がない。

⑶　関係職員の懲戒処分について

請求人は，売却された伐採木について，発生木材運搬費

及び伐採木処分費を支払ったこと並びに売却益の返還を求

めなかったことを理由に，関係職員の懲戒処分を請求して

いる。

しかし，本件において大林組ＪＶ及び賀茂地方森林組合

に損害賠償請求等を行う必要が生じたのは，これらの者が

本件請負契約で定められた債務を履行せず，伐採木を中間

処理施設に搬入することなく売却したことによるものであ

り，この点について，市の職員に過失等の帰責事由は見当

たらないため，本件措置請求のうち関係職員を懲戒処分す

るよう求める部分については理由がない。

３　結論

以上のことから，本件措置請求のうち，中間処理施設に搬

入されていない伐採木に関する部分については理由があると

認め，大林組ＪＶに支払った発生木材運搬費及び伐採木処分

費相当額について，大林組ＪＶに債務不履行に基づく損害賠

償請求を行うとともに，当該伐採木の売却益については，賀

茂地方森林組合に不当利得返還請求を行うよう勧告する。

その余の請求については，これを棄却する。

第５　勧告

本件措置請求における請求人の主張には一部理由があるも

のと判断し，地方自治法第２４２条第４項の規定に基づき，

市長に次のとおり勧告する。

１　広島市は，本件請負契約における元請業者大林・洋林・

宮川建設工事共同企業体が中間処理施設に搬入していない

伐採木に係る発生木材運搬費及び伐採木処分費について，

その額を算出し，これを既に同企業体に支払っている場合

には，その額について，同企業体に対し，債務不履行に基

づく損害賠償請求をするとともに，いまだ支払っていない

場合には，その支払を中止するなど必要な措置を講ずるこ

と。

２　広島市は，賀茂地方森林組合が中間処理施設に搬入せず

に売却した伐採木の売却益相当額について，その額を算出

し，その額について，同組合に対し，不当利得返還請求を

するなど必要な措置を講ずること。

　なお，本勧告に対する措置の期限は，平成２９年１２月２�

０日までとし，地方自治法第２４２条第９項の規定に基づ

き，措置期限までに講じた措置の状況について，同月２７日

までに監査委員に通知されたい。

⑵　伐採木の売却益の返還を求めていないことについて

ア　中間処理施設に搬入されていない伐採木に係る売却益

について

市は，立木の所有権は本件請負契約時に大林組ＪＶに

移転していることから，他人により伐採木が売却されて

も市に損害は発生しない旨を主張する。

しかし，立木の所有権移転時期については契約上特段

の定めはなく，伐採後の処分方法として全量を中間処理

施設に搬入することが規定されていることからすると，

契約時に立木の所有権を移転させるのが契約当事者の合

理的意思であったとの主張は直ちには認められない。

また，市の主張のように立木の所有権を契約時に大林

組ＪＶに移転させることは，公有財産の無償譲渡であ

り，所定の手続が必要となるが，そのような手続はとら

れていない。

よって，中間処理施設に搬入した時点で，伐採木を廃

棄するという市の意思により市が所有権を失うと解する

べきである。

平成２８年６月上旬において，中間処理施設に搬入す

ることなく売却された伐採木については，売却された時

点では，まだ市は所有権を有しており，売却により買受

人が動産を即時取得した場合に，市は所有権を失うこと

になると解される。

以上のことから，その売却は市の所有権を侵害する行

為であり，その売却代金は不当利得であるため，その売

却を行った賀茂地方森林組合に対し，市は不当利得返還

請求権を有する。

イ　中間処理施設に搬入された伐採木に係る売却益につい

て

請求人は，伐採木の売却益の返納を求めない本件請負

契約では，有価物である伐採木の財産価値を失うことに

なるので市の損害が生じると主張するとともに，伐採木

の売却益を返納させていないという状況が違法・不当に

財産の管理を怠る事実に該当すると主張していると解す

ることができる。

しかし，中間処理施設搬入後に売却された伐採木につ

いては，本件請負契約においては，本件工事において発

生する伐採木の処理については中間処理施設に搬入する

ことまでしか定められていないため（特記仕様書７

頁），搬入後に売却されたとしても本件請負契約上の債

務不履行には該当しない。

また，上述のように，既に市が所有物を有しない物件

であるため，その後の売却によっても市に損害が生じた

とはいえない。

また，本件措置請求が，本件請負契約の内容が違法・

不当であるとするものであったとしても，上述のとおり

請求期限の徒過により住民監査請求をすることはできな

い。

以上のことから，中間処理施設に搬入された伐採木に
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約」という。）に係る伐採木の処分についての勧告に対し，次

の措置を講じた。

⑴　中間処理施設に搬入していない伐採木に係る発生木材運搬

費及び伐採木処分費の額について

本件請負契約の請負業者である大林・洋林・宮川建設工事

共同企業体（以下「大林組ＪＶ」という。）が中間処理施設

に搬入していない伐採木に係る発生木材運搬費及び伐採木処

分費の額は，本市において，発生木材運搬費を１３万９，９�

３０円と，伐採木処分費を１９３万５，１２０円とそれぞれ

算出した。

本市は，大林組ＪＶに対し，これらの金額についていまだ

支払っていないため，当該金額を請負金額から減額する契約

変更を行うこととして，大林組ＪＶとの間で協議が成立して

いる。当該変更契約については，平成３０年第１回広島市議

会定例会に提案し，議決を経て締結する予定である。

⑵　中間処理施設に搬入せずに売却した伐採木の売却益相当額

について

大林組ＪＶが中間処理施設に搬入せず売却した伐採木の売

却益相当額は，本市において３４９万２６０円と算出した。

本市は，この金額について，平成２９年１１月２０日付け

で，大林組ＪＶの下請業者である賀茂地方森林組合に対して

損害賠償請求を行い，同月２２日に収納した。また，この損

害賠償請求に伴う遅延利息（起算日から納付日までの期間に

年５パーセントの割合により算定した額）２５万１，５１０

円についても，同様に請求を行い，同月２２日に収納した。

第６　意見

本件伐採地については，地権者への財産補償の際に立木の

評価書面が作成されていたこと，恵下埋立地環境影響評価書

には環境保全措置が規定されており，その内容として伐採木

の建築資材等としての再利用・再資源化の実施が記載されて

いること，本件請負契約前に伐採予定地の一部地権者から伐

採木を木材として売却してほしい旨の要請があったこと等の

事情に照らせば，広島市としても，伐採予定地中に一定の財

産的価値を有し，売却益を得る可能性のある有価物があるこ

とにつき，設計時に認識しあるいは認識し得べきであった

が，これらの立木補償に係る事務や財産管理事務との関係を

考慮することなく，漫然と「土木工事標準積算基準書の運

用」及び「広島市建設廃棄物の処分に関する積算基準」等に

記載された原則に沿って，伐採木の売却を想定していない契

約内容としていたことが認められる。

このため，伐採木中に有価物があることを前提として，そ

の処理についても配慮の上で契約がなされていたならば，今

回のような問題には至らなかったものと考えられる。

本件請負契約締結が監査請求時点で１年を徒過しているた

め，契約内容そのものが住民監査請求の対象とならないのは

上述のとおりであるが，本件請負契約が全体として最少の経

費で最大の効果を挙げることができるよう検討し，今後予定

される契約変更において協議するとともに，今後同様な請負

工事等の設計に当たって，有価物の財産価値を認識した設計

とするため，適正な事務処理を示した手引や設計積算基準の

整備等に取り組まれたい。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第３３号

平成２９年１２月２８日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果（勧告）

に対する措置事項について（公表）

　地方自治法第２４２条第９項前段の規定により，平成２９年１�

０月６日付け広監第７８号の監査委員の勧告について，広島市長

から，同年１２月２２日付けで次のとおり通知がありましたの

で，同項後段の規定により当該通知に係る事項を公表します。

通知に係る事項

　平成２９年１０月６日付け広島市職員に関する措置請求に係る

監査の結果（勧告）（平成２９年広島市監査公表第２９号により

公表）について，別紙のとおり措置を講じたので，地方自治法第

２４２条第９項の規定により通知します。

（別紙）

恵下埋立地（仮称）建設工事請負契約（以下「本件請負契




