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１．事案の概要と経緯 

（１）事案の概要 

西日本高速道路株式会社（以下、「ＮＥＸＣＯ西日本」という。）の元社員２名が逮捕・

起訴され、有罪判決が下された事件は、両名がＮＥＸＣＯ西日本の契約手続のうち、契

約金額が２５０万円以下の契約（以下、「少額契約」という。）に適用される簡素化され

た手続において、不正通行抑止看板設置業務又は廃棄物処理業務の発注に関し、近畿施

設サービス株式会社（以下、「Ｘ社」という。）が受注できるように便宜を図った見返り

として、各々が現金を要求し、収賄を行った事件である。 

これら２つの事件は、ＮＥＸＣＯ西日本の業務に関する職務の公正と社会の信頼を著

しく損なっただけでなく、両名には共謀関係は確認されなかったものの、同じ相手方に

対して、異なる組織の異なる立場で、異なる時期に、異なる発注案件についてそれぞれ

犯行に及んだものであったということについて、ＮＥＸＣＯ西日本として重大な危機感

をもって、社会の信頼の回復に務めなければならない。 

 

（２）逮捕以降の経緯 

① 不正通行抑止看板設置業務に係る事件（以下、「Ａ事件」という。） 

ｲ) 事案の発覚 

本社保全サービス事業本部保全サービス事業部調査役（逮捕当時）玉置智一（以下、

「Ａ元社員」という。）は、平成２７年６月２６日、大阪府警に逮捕され、関西支社保

全サービス事業部調査役在籍時に関西支社管内の高速道路事務所が随意契約により発

注する不正通行抑止用看板（以下、「看板」という。）の設置業務に関し、Ｘ社が受注

できるようにした見返りとしてＸ社の代表取締役（以下、「Ｙ氏」という。）から７１

万３０００円の供与を受けたとして、高速道路株式会社法違反（収賄）の容疑で、同

年７月１７日に起訴された。 

 

ﾛ) Ａ元社員の経歴等 

逮捕・起訴時  本社 保全サービス事業本部 保全サービス事業部 調査役 

生年月日 昭和３７年８月２日（５３歳） 

a.経歴  

昭和５６年 ４月  日本道路公団 採用 

平成２０年 ７月  関西支社 吹田管理事務所 総務担当課長 

平成２３年１０月  関西支社 保全サービス事業部 道路管制センター交通管 

制課長 

平成２４年１０月  関西支社 調査役（保全サービス事業部付） 

平成２６年 ７月  本社 保全サービス事業本部 保全サービス事業部調査役 

（休職） 
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（出向 西日本高速道路ファシリティーズ株式会社 総務部 

次長） 

   平成２７年７月１３日 本社 人事課付 

平成２７年８月２５日 懲戒解雇 

 

b.犯行当時のＡ元社員の担当業務 

関西支社 保全サービス事業部 調査役 

（平成２４年１０月１日～平成２６年６月３０日） 

一 不正通行対策に関すること 

二 交通安全啓発に関すること 

三 その他、保全サービス事業部長が特に命じること。 

 

ﾊ) 贈賄側のＸ社及びＹ氏について 

Ｘ社は、Ｙ氏が前所属会社で日本道路公団から主に営繕を受注していたところ、前所

属会社から部門ごと独立し、平成１９年に設立された。ＮＥＸＣＯ西日本とは資本的、

人的関係はない。 

 

② 廃棄物処理業務に係る事件 （以下、「Ｂ事件」という。） 

ｲ) 事案の発覚 

 関西支社大阪高速道路事務所総務課長（逮捕当時）平野浩治（以下、「Ｂ元社員」とい

う。）は、平成２７年７月１７日、大阪府警に逮捕され、同高速道路事務所が随意契約に

より発注する関西支社旧茨木管理事務所に係る廃棄物処理業務に関し、Ｘ社が受注でき

るようにした見返りとしてＹ氏から計３０万円の供与を受けたとして、高速道路株式会

社法違反（収賄）の容疑で、同年８月７日に起訴された。 

 

ﾛ) Ｂ元社員の経歴等 

逮捕・起訴時  関西支社 大阪高速道路事務所 総務課長 

生年月日 昭和３５年８月２７日（５５歳） 

a.経歴  

昭和５４年１０月  日本道路公団 採用 

平成１０年 ４月  大阪管理局 吹田管理事務所  営業助役 

平成１３年 ８月  関西支社 京滋工事事務所   庶務課長 

平成１６年 ２月  関西支社 営業部 管理調整課 課長代理 

平成１８年 ４月  関西支社 総務企画部 経理グループ サブリーダー 

平成２１年１１月  関西支社 保全サービス事業部 保全サービス事業統括課 

 サブリーダー（休職） 
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         （出向 西日本高速道路サービス関西株式会社 総務部 総務

課長） 

平成２３年１０月  関西支社 吹田管理事務所 総務担当課長 

（※平成２５年７月１日 名称変更し大阪高速道路事務所 

総務課長） 

平成２７年８月７日  本社 人事課付 

平成２７年８月２５日 懲戒解雇 

 

b. 犯行当時のＢ元社員の担当業務 

関西支社 大阪高速道路事務所 総務課長 

（平成２３年１０月１日～平成２７年８月６日） 

一 事務所内の指導調整に関すること 

二 総務、人事、厚生、会計、契約及び広報に関すること 

三 他の課の所掌事務に属さない事項に関すること 

 

（３）再発防止検討委員会について 

① 設置目的 

２名の社員が、事務所発注に係る契約手続に関し、高速道路株式会社法違反（収賄）

の容疑で逮捕及び起訴されたＡ事件及びＢ事件について、事実関係の調査及び原因の究

明を行うとともに、抜本的な再発防止・業務改善策の検討を行うことを目的として「社

員の契約手続に係る不正事案再発防止検討委員会」（以下、「本委員会」という。）が平成

２７年７月２２日に設置された。 

 

② 委員の構成 

 本委員会の委員は、下表のとおり。 

 氏名 役職等 

委員長 瀧 賢太郎 弁護士 

委 員 

浦野 正幸 弁護士 

武田 邦宣 大阪大学大学院法学研究科教授（経済法専攻） 
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③ 審議の経過 

委員会は、平成２７年７月２７日から同年１１月２７日まで、計９回開催した。 

 日時 主な議事内容 

第１回 平成２７年７月２７日 

 

・事件概要等説明 

・意見交換 

第２回 平成２７年８月２０日 

 

・捜査、起訴の経緯について 

・調査実施計画について 

・問題点の抽出と再発防止策の方向性について 

第３回 平成２７年１０月１５日 

 

・事案の経緯及び刑事事件の状況について 

・調査の状況について 

・事案発生の背景、原因について 

第４回 平成２７年１０月２９日 

 

 

・公判、内部調査の状況等について 

・再発防止策の全体構成について 

・再発防止策（少額契約関係）について 

第５回 平成２７年１１月４日 

 

・再発防止策（企業風土、組織とコンプライ

アンス意識）について 

・産業廃棄物処理業務の調査結果について 

第６回 平成２７年１１月１０日 

 

・報告書の骨子（案）について 

第７回 平成２７年１１月１８日 ・刑事事件の判決（速報）について 

・報告書（案）について 

第８回 平成２７年１１月２４日 

 

・報告書（案）について 

第９回 平成２７年１１月２７日 

 

・報告書の取りまとめについて 
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（４）公判の状況 

公判では、収賄側をＡ元社員、贈賄側をＹ氏として７月１７日付けで起訴された事件

（事件番号：平成２７年（わ）第２８８６号）と収賄側をＢ元社員、贈賄側をＹ氏とし

て８月７日に起訴された事件（事件番号：平成２７年（わ）第３２４８号）の二つの事

件が併合して審理され、平成２７年９月３０日及び同年１０月２７日の弁論を経て、同

年１１月１８日に判決言渡しとなった。 

 

① Ａ事件（Ａ元社員）の判決概要 

ｲ) 公訴事実の要旨 

Ａ元社員は、平成２４年１０月１日から平成２６年６月３０日までの間、関西支社保

全サービス事業部付調査役として、不正通行対策に関する事務全般を担当し、同事務

に関して同支社管内の各高速道路事務所等を管理・監督する職務権限を有していたと

ころ、関西支社管内の５つの高速道路事務所が随意契約により発注する看板設置業務

に関し、Ｘ社が受注できるよう有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼

及び、今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の元に供与されるものであること

を知りながら、平成２６年３月１７日頃、関西支社において、Ｘ社のＹ氏から現金７

１万３０００円の供与を受け、もって自己の前記職務に関し賄賂を収受したものであ

る。 

 

ﾛ) 罪名及び罰条 

高速道路株式会社法違反、同法１８条１項前段 

【参考】第十八条  会社の取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務

を行うべき社員）、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要

求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。 

 

ﾊ) 求刑 

懲役１年６ヶ月、追徴金７１万３０００円 

 

ﾆ) 判決 

懲役１年６ヶ月（執行猶予３年）、追徴金７１万３０００円 

 

② Ｂ事件（Ｂ元社員）の判決概要 

ｲ) 公訴事実の要旨 

Ｂ元社員は、平成２５年７月１日から関西支社大阪高速道路事務所総務課長として、

同課が掌理する廃棄物処理等に関する事務及び、同事務所が発注する契約に関する事

務全般等につき、同課に所属する職員を指揮監督する職務に従事していたところ、大
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阪高速道路事務所が随意契約により発注する旧茨木管理事務所の書類等廃棄物処理業

務に関し、Ｘ社及び同社の協力業者が受注できるよう、有利かつ便宜な取り計らいを

受けたことに対する謝礼及び、今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の元に供

与されるものであることを知りながら、①平成２５年９月２５日頃、大阪高速道路事

務所において、Ｘ社のＹ氏から現金２０万円の供与を受け、②同年１０月３１日頃、

同場所において、同じくＹ氏から現金１０万円の供与を受け、もってそれぞれ自己の

前記職務に関し賄賂を収受したものである。 

 

ﾛ) 罪名及び罰条 

高速道路株式会社法違反、同法１８条１項前段 

 

ﾊ) 求刑 

懲役１年２ヶ月、追徴金３０万円 

 

ﾆ) 判決 

懲役１年２ヶ月（執行猶予３年）、追徴金３０万円 
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２．委員会による調査結果 

（１）調査の全体概要 

本件事案に関連した事実関係を調査することにより、ＮＥＸＣＯ西日本の適正な契

約手続の履行が阻害されるに至った経緯及び不正事案が発生した原因の究明を行い、

抜本的な再発防止対策・業務改善策の検討に資することを目的として調査を行った。 

 

① 収賄事件に関する調査の概要 

ｲ) 概要 

２つの事案に係る契約関係書類の確認及び発注契約手続に関わった社員へ聞き取り

の方法で調査を実施した。 

ﾛ) 聞き取り調査の対象者 

Ａ元社員、Ｂ元社員 

関係業者（Ｘ社、本件事案に係る見積競争の手続における見積参加業者） 

関係社員（両事件に係る契約の発注機関において、発注契約手続に関わった社員、

関西支社の関係社員） 

ﾊ) 実施体制 

委員会の調査指示のもと、ＮＥＸＣＯ西日本の担当社員が聞き取りを行った。また

Ａ元社員、Ｂ元社員及びＹ氏並びに一部の関係社員に対する聞き取り調査においては、

委員が直接の聞き取りを行った。 

 

② 少額契約に関する調査の概要 

ｲ) 概要 

少額契約（平成２６年度全社分）を対象に、全発注機関の契約関係データを集計・

総覧し、見積徴取業者及び受注業者の状況等を分析するとともに、抽出した調査対象

機関へ調査担当社員が直接出向き、契約関係書類の確認及び手続の状況についての聞

き取り調査を実施した。 

ﾛ) 調査内容 

受注業者、見積業者の選定状況、業者選定が適切に実施されているか、業者との不

適切な関係がないか等について調査を行った。 

ﾊ) 少額契約について 

ＮＥＸＣＯ西日本が行う調達契約は、「公共調達方式」を基本に、透明性と競争性を

確保するため、資格や条件を満たす全ての参入希望者を受け入れる公募型の一般競争

入札を採用している 

他方、事務用品の購入、社屋の営繕（小補修）など事業活動を支える調達契約のう

ち、契約金額が２５０万円以下の小規模な契約については、リスクと業務効率性等と

を比較衡量して、簡素化された手続を採用している。具体的には、参加希望者の公募



8 
 

を行わず、複数の業者を選定し、見積書を提出させることにより、契約制限価格以下

で最も安価な見積金額を提示した者と契約締結することとしている（以下、「見積競争」

という。）。 

このうち、契約金額が１００万円以下の場合は、契約制限価格の積算を要さず概算

金額の設定で足り、また調達契約の詳細な仕様を定めなくても、調達内容の概要を示

す資料でもって発注することができる。 

さらに、契約金額が１０万円以下になると、複数の業者の選定を要さず、特定の１

者を選定して見積書の提出を求めることにより、特命契約を締結することができるこ

ととしている。これらのことから、少額契約の手続においては、調達契約の内容にも

よるが、立案から契約締結までの期間は、一般競争入札の場合の数か月から、数週間

ないし１ヵ月程度に短縮されることになる。 

ＮＥＸＣＯ西日本における調達契約の全体に占める少額契約の割合は、下表のとお

りである。 

少額契約は金額において全体の約１％に過ぎないが、件数においては約９３%を占め

ており、契約金額こそ小さいものの、簡易な調達契約の手続として、広く採用されて

いる。 

※平成２６年度の契約実績全体に占める少額契約（見積競争及び特命契約）の割合 

 全 体 うち少額契約 割 合 

金 額 159,153 百万円 2,148 百万円 1.3％ 

件 数 11,201 件 10,455 件 93.3％ 

 

③ 産業廃棄物処理契約に関する調査の概要 

Ｂ事件における産業廃棄物処理業務について、法律に反する契約が行われていたこと

から、このことについても確認する。 

ｲ) 概要 

ＮＥＸＣＯ西日本が排出事業者として契約を行っている産業廃棄物処理業務に係る

契約（平成２６年４月から平成２７年７月まで）を対象として、「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号）」（以下、「廃棄物処

理法」という。）に則った適正な契約となっているか調査を行った。 

ﾛ) 調査内容 

本社、支社、事務所ごとに保管している契約書類等を調査し、①委託した業者の許

可の有無 ②契約書の作成及び許可証の添付の有無 ③マニフェストの回収・保存状

況を確認した。 
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（２）Ａ事件の調査結果 

① 基本的視点 

調査の基本的な視点は、以下の４点である。 

ｲ) 発注権限のないＡ元社員（関西支社保全サービス事業部付調査役）が、複数の事務

所において、Ｘ社が受注できるように便宜を図った構図 

ﾛ) 各事務所における看板設置業務の発注は、本来執るべき契約手続等に従い実施され

ていたのか。 

ﾊ) Ａ元社員は、所属する部署（支社）においてどのような監督を受けていたのか。 

ﾆ) 看板の設置業務の発注手続に参加した業者の間に不正な行為はなかったのか。 

 

② 聞き取り調査の内容 

ｲ) 調査対象 

・契約は、Ｘ社が看板の設置業務を受注した契約（２４件）及びＡ元社員が関西支社

保全サービス事業部の調査役在籍期間（平成２４年１０月から平成２６年６月末まで

の間）にＸ社以外の業者が見積競争により看板の設置業務を受注した契約（２件）を

調査対象とした。 

・発注機関は、関西支社及び８事務所（京都高速、大阪高速、阪奈高速、和歌山高速、

福知山高速、神戸高速、姫路高速、第二神明道路の各事務所）を調査対象とした。 

 

ﾛ) 聞き取り調査の対象者（延べ７３名） 

・ 当事者  Ａ元社員 

・ 関係業者 Ｘ社及びその他の関係業者５社 

・ 関係社員 （延べ６６名） 

関西支社（９名）－保全サービス事業部（部長、次長、サ－ビス課長、同代理 他） 

事務所（５７名）－８事務所（所長、副所長、総務課長、料金サービス課長 他） 

 

ﾊ) 聞き取り調査の体制 

・調査を担当する社員として１８名を指名 

・１組２名で聞き取り調査を実施 

・贈収賄当事者等関係者について、委員による聞き取り調査も実施 

 

ﾆ) 聞き取り調査の期間 

・Ａ事件及びＢ事件の聞き取り調査の期間 ９月３日～１１月１１日 

 

③ 調査結果 

ｲ) 不正通行対策としての看板設置について 
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a.関西支社における不正通行対策の所掌分担 

不正通行対策は、支社においてはサービス課が所掌しており、不正通行件数の多

い関西支社においては、不正通行対策を特命事項とする調査役を設置していた。当該

調査役は直属の部下は持たないものの、実質的には、当該調査役の下でサービス課の

社員（課長代理１人、担当者２人）が不正通行対策を担当していた。 

b.不正通行対策における看板設置の意義 

不正通行のうち、料金所における強行突破については、件数を把握し、削減目標

を定めている。この強行突破の件数には、悪意の車両のみならず、ＥＴＣカードの挿

入忘れの車両や、ＥＴＣの通信ができなかったことに気づくことができずにレーンを

通過してしまった（通行料金を課金できなかった）車両も多数含まれている。これら

の対策として、カード未挿入お知らせアンテナの設置や、開閉バーの速度の遅延等の

対策と、悪意のある強行突破車両への対策として、突破車両を撮影するカメラの設置

を行っており、それらの抑止効果を一層高めるため、「不正通行監視中」などと表記

した看板をあわせて設置している。 

c.関西支社における事業計画 

全社的には、平成２２年度に約６８，０００件であった不正通行件数を、平成２

３年度以降毎年１０％の件数の削減を図り、平成２７年度には４０，０００件へ削減

するという目標を立てていた。 

関西支社においては、この方針に基づき、平成２４年度の事業計画において、不

正通行件数を平成２３年度の約５８，０００件から約５２，０００件へ削減するとい

う目標を立てていた。 

 

ﾛ) Ａ元社員とＸ社・Ｙ氏との関係（看板の企画立案から発注指示への流れ） 

公判において、Ａ元社員は、平成２０年７月１日付けで吹田管理事務所総務担当課

長へ異動した後、遅くとも平成２１年頃から、ＮＥＸＣＯ西日本と取引があるＸ社等

に対し、自己が所掌する物品調達や役務等の見積競争による発注手続において、自ら

が受注させようとしている特定の業者をして、見積競争に参加する他の業者を選定さ

せて見積競争を行うことで、特定の業者による受注を確実にし、その見返りとして現

金を要求するようになった、それに対しＹ氏は、大口の取引先を失いたくなかったこ

とから、Ａ元社員の要求に応じて現金を渡すようになった、とされた。 

社内調査において、Ａ元社員は収賄事件以外の契約について具体的な件数や金額に

ついて述べることはなかったが、Ｙ氏によると、「事前に送付した見積書にＡ氏が上乗

せすべき金額を記入して返送してくるので、それに合わせた見積書を提出していた。

全件で行っていた訳ではないが、１件当たり２～３万円を上乗せしていた」と説明し

た。 

公判と社内調査から明らかになった内容は、次のとおりである。Ａ元社員は、関西
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支社保全サービス事業部付調査役へ異動した平成２４年１０月１日以降、管内の各高

速道路事務所における不正通行対策を指導する立場となった。Ａ元社員にとって、支

社が掲げるＥＴＣの不正通行件数を対前年比１０％削減するという数値目標は、実現

が極めて困難な高い目標であると考え、それまでのポスター・チラシなどによる啓発

活動では不十分であると思われたことから、新しい施策として、高速道路の料金所等

に看板を設置することを考え付いた。しかしながら、実際に履行可能な業者を探し始

めると、看板の製作と設置の両方を迅速に行えるという条件を満たす業者を見つける

ことは容易ではなく、他方で、早急に不正通行対策の効果を上げなければ会社から評

価されないという焦りを感じていた。そこでＡ元社員は、旧知のＸ社のＹ氏に相談す

ると、Ｙ氏からは「出来ますよ」という返事があったことから、平成２５年２月にＸ

社に対して看板の設置を試行的に行わせることとした。看板設置の試行結果（不正通

行の抑止効果）は良好であったことから、平成２５年度からは支社管内で拡大して実

施することとされたところ、このときＡ元社員としては、契約手続を操作すれば、Ｘ

社に各事務所から発注される看板設置業務を受注させることが可能であり、そのよう

な便宜を取り計らったことを見返りにすれば、現金を要求できると考えた。 

そこで、Ａ元社員は、平成２５年６月から平成２６年６月にかけて、Ｙ氏に対し、

看板の設置業務につき予め費用の見積りを行わせるとともに、見積競争に協力させる

他の業者の選定を任せた上で、京都、大阪、阪奈、和歌山、福知山、神戸、姫路の各

高速道路事務所（以下、「７事務所」という。）の料金サービス課長に対し、未設置個

所への看板設置を行うよう指示した。その結果、いずれの看板設置業務においてもＸ

社が発注先として選定され、Ｘ社は、７事務所から、２２の業務において計約２４６

０万円の業務を受注した（うち、６事務所において内規に違反する契約事務手続きが

行われた。詳細はﾎ）及びﾍ)において後述。）。 

（Ａ元社員が事務所に看板の発注を指示してＸ社が受注した件数・金額） 

期別 契約日 件

数 

合計金額 事務所名（受注件数） 

－ 平成 25 年 2 月 19 日～ 

平成 25 年 2 月 27 日 

３ 2,794,050 円 大阪（１）、阪奈（２） 

Ⅰ 平成 25 年 7 月 19 日～ 

平成 25 年 8 月 2 日 

４ 3,673,950 円 京都（１）、大阪（１）、阪奈（１）、

神戸（１） 

Ⅱ 平成 25 年 10 月 15 日～ 

平成 26 年 2 月 17 日 

９ 11,077,500 円 京都（２）、大阪（２）、阪奈（２）、

和歌山（１）、神戸（２）、 

Ⅲ 平成 26 年 5 月 23 日～ 

平成 26 年 7 月 18 日 

６ 7,050,240 円 京都（１）、阪奈（２）、福知山

（１）、神戸（１）、姫路（１） 

平成２７年９月３０日に行われた第１回公判の検察冒頭陳述において、Ａ元社員は、

平成２６年３月１７日、関西支社の事務室内において、上表のⅡの期間にＸ社が受注
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した看板の設置業務について、Ａ元社員から有利かつ便宜な取り計らいを受けたこと

に対する謝礼、及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨を知りながら、Ｙ氏

から賄賂として現金７１万３千円を受け取ったとされ、Ａ元社員はこのことを争わな

かった。さらに、その後の社内調査において、Ａ元社員及びＹ氏から聞き取ったとこ

ろによると、上表Ⅰ及びⅢの期間にＸ社が受注した業務についても、Ａ元社員が賄賂

を受け取っていたことを認めたが、Ａ元社員はその具体的な内容を明らかにしなかっ

た。 

Ｙ氏は、Ａ元社員からの依頼により、Ｘ社が提出した見積書のうち製品にかかる費

用（材料費）を１割増しすることにより、贈賄金を捻出していた（作業費と諸経費は

割増ししていない。）。Ａ元社員とＹ氏は、高速道路事務所の料金所毎に設置すべき看

板の仕様と数量を取りまとめた一覧表を共有しており、Ａ元社員は、これらの中から、

割増後の契約金額が１００万円以下になるように調整しながら、発注計画を立ててい

った。 

Ｘ社と共に見積競争に参加させる業者は、Ｙ氏が選定しており、合計５社あった。

なおＡ元社員は、この選定そのものには関与していないとのことであった。Ｙ氏によ

ると、他の業者との間における調整方法は、Ｘ社よりも高めの金額を記入したものを

協力してくれる業者へ送付して、各協力会社から自社の見積書として提出するよう依

頼していた。なお、社内調査の聞き取りにおいて、看板の設置業務に係る５社に対し

て、見積りに当たっての他社との調整について確認したところ、そのうち２社はＹ氏

からの依頼に基づき見積書を作成したことを認めたが、その他の３社は否定した。社

内調査の聞き取りにおいては、Ｙ氏はＡ元社員及びＢ元社員以外に現金を渡したこと

はないとした。また、当該５社への聞き取りでは、ＮＥＸＣＯ西日本の社員から発注

手続にかかる便宜を受ける見返りに、現金や金品等を渡したことはないということで

あった。 

 

ﾊ) 事務所における発注手続 

ＮＥＸＣＯ西日本では、本来、発注手続において、恣意的な業者選定、業者との癒

着の関係等を発生させないために、施行担当課と契約担当課の権能を分けることによ

り、相互に牽制を働かせているところである。 

そのため、料金サービス課長が事務所で看板を発注するためには、不正通行対策の

施行担当課長として、看板の設置箇所、数量、規格、工期、予算額等を明らかにして、

事務所長に実施の可否を問う「施行伺」の決裁を取った上で、契約事務を所掌する総

務課に発注手続を依頼することになる。 

総務課長は、契約担当課長として、本件業務の施行担当課である料金サービス課長か

らの依頼に基づき、契約の方法（見積競争とすること）と見積り合わせに参加させる

業者を自ら選定して、事務所長に実施の可否を問う「発注伺」の決裁を取る。次に、
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決定された各見積業者に期限を設けて見積書の提出を依頼した上で、提出された見積

書の中で最低の金額を提示した業者と契約を締結する「契約締結伺」の決裁を取る。 

 

ﾆ) Ａ元社員による事務所への指示内容 

Ａ元社員は、犯行当時、関西支社保全サ－ビス事業部の調査役であった。この「調査

役」とは、ＮＥＸＣＯ西日本における職制の１つであり、「所属する組織の上司の命を

受けて、当該組織の特別の専門事務を所掌する」こととされている。Ａ元社員は、看

板設置業務をＸ社に受注させていた当時、関西支社保全サービス事業部に所属する調

査役として、不正通行対策及び交通安全啓発に関する事項（専門事務）を担当してい

たことから、不正通行対策に関して同支社管内の事務所に所属する料金サービス課長

を指導する立場にあった。したがって、看板の設置場所の選定や仕様の検討、履行可

能業者にかかる情報提供などは、当該調査役の権限内の行為と認められるところ、事

務所における発注手続に関しては所掌範囲外であることから、Ｘ社に看板設置業務を

受注させるためには、事務所の料金サービス課長をして発注手続を行わせるとともに、

その過程でＸ社とＹ氏が選定した協力会社が見積競争に選定されるように総務課長と

も調整させる必要があった。 

Ａ元社員は、事務所に看板の発注を指示するに当たり、ＮＥＸＣＯ西日本が見積業者

を任意に選定でき、契約制限価格（予定価格）の積算を行う必要がなく、概算金額の

みで見積り合わせを執行できる簡易な手続を適用させるために、看板の設置業務の１

件当たりの発注金額が１００万円以下となるように分割した。 

Ｘ社の参考見積書が事務所に届くように手配して、料金サービス課長が施行伺を起案

するに当たって、参考見積書を見れば概要書と概算金額を記載できるようにした。 

その上で、Ｙ氏から見積競争に参加させるべき業者名の連絡を受け、各事務所におい

て、これらが見積徴取業者に選定されるという見込みの下で、Ｘ社を含む２～３社を

料金サービス課長に提示した。 

Ａ元社員は、事務所の料金サービス課長はほとんどが初対面か、顔を知っている程度

の関係であり、自分自身に事務所の発注手続に関与する権限がないにもかかわらず、

自らの指示どおりに発注手続が操作できると考えた理由について、次のとおり説明し

た。 

・事務所の発注手続に必要な書類を、支社が作成することにより、料金サービス課長

の事務的負担を軽減していること。 

・支社の調査役という立場から、支社の方針であると説明すれば、料金サービス課長

は納得するであろうこと。 

・総務課長は、履行可能業者を全て把握している訳ではないことから、施行担当課に

能力や実績のある業者を相談して決めることがあること。 
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ﾎ) 料金サービス課長の対応 

Ａ元社員からの発注指示に対する料金サービス課長の受け止め方は、「支社が一括し

て発注すべき」、「支社がやりたいことを手伝っただけ」、「本来は事務所の業務である」、

「支社からの指示に違和感はなかった」、「支社が必要書類を用意してくれて助かった」

などと様々であったが、結局、Ａ元社員が看板の発注を指示した全７事務所において

契約手続が行われ、そのうち６事務所において内規に違反した手続が進められた（例

外は１名いたが、これについては後述する。）。 

その際、料金サービス課長は、Ａ元社員から提示された履行可能な２～３社の業者名

を総務課に伝えたところ、施行担当課が履行可能業者を伝えるようなこと自体は総務

課が履行可能業者を把握していない場合などにおいては、他の発注手続でも行われて

いることもあったことから、不審を引き起こすことはなかった。 

一部の事務所においては、本来総務課が行うべき契約事務の一部である業者選定と見

積書の受領を料金サービス課長が行っていたために、総務課に対する業者選定の働き

かけ自体が不要なケースであった。 

また、ある事務所においては、総務課へ発注手続を依頼する前に、料金サービス課が

指定された業者から見積書を受領していたために、看板の発注がＡ元社員からの指示

であることを伝えたうえで、それらの見積書とともに契約手続を依頼していた事務所

もあった（この場合、正しい順序で手続が行われたように装うために、施行伺の決裁

日を遡ることが行われていた。）。 

さらに、Ａ元社員から見積業者を指定されただけでは、その中のＸ社が落札者である

ことまでは必ずしも明らかではないところ、次のような場合には、Ａ元社員がＸ社に

受注させようとしている意図を認識し得る状況にありながら、施行伺いを進めたこと

になる。 

・ Ａ元社員からの指示により複数件の発注を行った事務所で、それまでの全件でＸ

社が連続して落札者になっていた実績から、次回も同社が落札者になることが予測で

きた場合。 

・ ある料金サ－ビス課長に対しては「今度Ｘ社を行かせるから」などと、当初から

Ｘ社が落札者であることが分かる伝え方をしていた場合（Ａ元社員から事務所に対す

る発注指示の方法は一様ではない。）。 

・ 料金サービス課長が、総務課長へ発注手続を依頼する前に、指定された業者から

見積書を受領しており、それらを見比べることによりＸ社が落札者であることが自ず

から分かる状態にあった場合。 

 

ﾍ) 総務課長の対応 

見積業者の選定は総務課の所掌範囲であるが、特殊な物品・役務の調達契約において

は、総務課が履行可能業者を必ずしも把握している訳ではないことから、それらの調
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達を必要としている施行担当課に履行可能業者を照会して、その中から見積業者を選

定することは、一般的に行われている運用である。したがって総務課が、本件につい

て、料金サービス課長から看板の設置業務を履行可能な業者として、Ｘ社を含む２～

３社の業者名を聞いていたとしても、特に不審に感じることはなかった。 

しかしながら、総務課が行うべき業者選定と見積書の受領を料金サービス課が行って

いた事務所では、総務課が見積業者の選定に関与しないところで、料金サービス課長

がＡ元社員の指定した業者から見積書を徴取していたために、総務課長は、料金サー

ビス課長から受け取った見積書をそのまま使用して、発注伺の決裁日を遡らせるなど

により、見積競争として書類を整えていた。 

さらに、総務課長の中には、料金サ－ビス課長から内規に違反した契約手続を依頼さ

れるときに、Ａ元社員がＸ社に受注させようとしている意図を認識し得る状況にあっ

た者もいた。 

 

 ﾄ) 所長及び副所長の認識 

看板設置業務の発注において、支社の調査役であったＡ元社員から発注指示と見積業

者の提示があったことについて、施行伺、発注伺又は契約締結伺の決裁過程で、料金

サービス課長又は総務課長等から所長及び副所長に説明されることがなかった。さら

に、決裁日の遡りにより少額契約の手続に必要な書類が整っていたため、所長及び副

所長が看板の契約手続について不審を感じることはなかった。 

 

ﾁ) 関西支社におけるＡ元社員の立ち位置（支社内での監督） 

不正通行対策は、組織としての保全サービス事業部サービス課の所掌として位置付け

られていたが、関西支社にあってはＡ元社員の保全サービス事業部付調査役としての

専門事務に位置付けられたため、Ａ元社員の業務とされていた。これについては、Ａ

元社員とサービス課長の認識は一致しており、不正通行対策業務はＡ調査役（当時）

に一任されており、Ａ調査役（当時）とサービス課長の間で情報共有や打合せは行わ

れなかったと述べた。また、Ａ元社員は、部下としてサービス課長代理１名と担当者

２名を指揮監督下に置いていたところ、看板の全体計画や発注の指示については単独

で実施しており、彼らには関わらせることはなかった。看板設置にかかる現地調査や

Ｘ社との打ち合わせにおいても、関西支社の他の社員を伴うことはなかった。 

Ａ元社員の上司は、保全サービス事業部の部長及び次長であるが、Ａ元社員の業務状

況について、不正通行対策にかかる年度事業計画、部内の定期的な業務連絡会などに

おいて把握してはいたが、看板設置業務の具体的な発注方法、事務所への指示内容、

契約の状況などの細部については、Ａ元社員に任せていたため自ら把握してはいなか

った。Ａ元社員も、看板設置の発注指示や進捗状況については、部長及び次長が詳細

に把握すべきものではないと考えて、報告していなかった。 
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ところが、Ａ元社員が事務所に対して行っている発注指示の具体的な内容について、

他の社員の目に触れる機会があった。平成２６年５月に、Ａ元社員からある事務所の

料金サービス課長に対して、それまでのように見積業者を３社示して看板の発注を指

示したところ、当該料金サービス課長から、関西支社のサービス課長と同代理宛てに、

Ａ元社員による指示が内規違反であることを訴えたメールが送られた。サービス課長

と同代理は、それぞれ、Ａ元社員にメールの趣旨を確認したところ、Ａ元社員は当該

事務所に対する発注指示が調整不足であったと述べて、これを撤回した。なお、サー

ビス課長及び同代理は、上司である保全サービス事業部長及び次長に対しては報告し

なかった。このメ－ルにより、Ａ元社員が発注指示を撤回したのは当該事務所に対す

るもののみであり、関西支社は他の事務所の状況を確認することもなく、その後も他

の事務所に対するＡ元社員の発注指示が止むことはなかった。 

 

ㇼ) その他 

平成２７年９月３０日に開廷された第１回公判の検察冒頭陳述において、Ａ元社員は

遅くとも平成２１年頃からＸ社等に対し、発注指示する見返りとして現金を要求して

いたとされている。この件について、平成２１年度以降のＡ元社員が所属していた部

署の当時の上司（１０名）に対して、管理監督者としてＡ元社員による業者との不適

切な関係や不審な事項に気づかなかったかなどを確認したところ、いずれの者も不審

を感じることはなかったと説明した。 

 

（３）Ｂ事件の調査結果 

① 基本的視点 

調査の基本的な視点は、以下の４点である。 

ｲ) Ｂ元社員がＸ社に対する廃棄物処理業務の発注を増やしていった経緯 

ﾛ) 大阪高速道路事務所における廃棄物処理業務の発注は、本来執るべき契約手続等に

従い実施されていたのか。 

ﾊ) Ｂ元社員は、大阪高速道路事務所内でどのような監督を受けていたのか。 

ﾆ) 廃棄物処理業務の発注手続に参加した業者の間に不正な行為はなかったのか。 

 

② 聞き取り調査の内容 

ｲ) 調査対象 

・契約は、Ｂ元社員が吹田管理事務所総務担当課長になった以降の、贈収賄事件の対

象となった３件と、その他にＸ社が受注した１８件を合わせた２１件の廃棄物処理業

務を調査対象とした。 

・発注機関は、旧茨木管理事務所移転に伴う廃棄物処理業務であることから、組織改

編により茨木管理事務所から名称変更した京都高速道路事務所を加え、関西支社及び
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２事務所（大阪、京都）を調査対象とした。 
ﾛ) 聞き取り調査の対象者（延べ１４名） 
・ 当事者 Ｂ元社員 

・ 関係業者 Ｘ社及びその他の関係業者１社 

・ 関係社員（延べ１１名） 

関西支社（３名）－総務課（課長、課長代理 他） 

事務所（８名）－（所長、副所長 総務課長 他） 

ﾊ) 聞き取り調査の体制 

・ 調査を担当する社員として１８名を指名 

・ １組２名で聞き取り調査 

・ 贈収賄当事者等関係者について、委員による聞き取り調査も実施 

ﾆ) 聞き取り調査の期間 

・ Ａ事件及びＢ事件の聞き取り調査の期間 ９月３日～１１月１１日 

 

③ 聞き取り調査の結果 

ｲ) Ｂ元社員とＸ社・Ｙ氏との関係 

公判及び社内調査によると、Ｂ元社員は、平成１０年４月頃から平成１３年８月頃ま

での間、吹田管理事務所営業助役として勤務していた。Ｙ氏は、その頃Ｂ元社員と知

り合い、同人から料金所の補修等を依頼する見返りにビール券等の金券を要求される

ようになり、これを渡していた。 

Ｂ元社員は、平成２３年１０月にＡ元社員の後任として吹田管理事務所総務担当課長

に異動になった後、旧知の間であったＹ氏に対し、平成２４年以降、営繕のみならず、

廃棄物処理業務を繰り返し発注するようになった。これについて、社内調査での聞き

取りに対して、Ｂ元社員は、それまで同事務所で廃棄物処理を行っていた業者のこと

をよく知らなかっただけで、以前からよく知っているＸ社に頼めば、やってくれるだ

ろうと思いついたと述べた。 

公判によると、Ｂ元社員は、見積競争による発注手続において、Ｘ社をして見積競争

に参加させる他の業者を選定させ、見積競争を行わせることでＸ社による受注を確実

にしていた。 

平成２５年７月１日、事務所の組織改編に伴い、旧茨木管理事務所の建物を大阪高速

道路事務所が管理することになり、残された書類、廃プラスチック、机や椅子等の廃

棄物の処理を大阪高速道路事務所が行うこととなった。 

Ｂ元社員は、平成２５年１０月頃、Ｙ氏に対し、これまで同様、見積競争に参加させ

る他の業者を選定させ、見積競争を行うことを依頼し、Ｙ氏はこれを了承した。当該

廃棄物処理に係る費用はおよそ３００万円程度であると予想されたが、そのまま発注

すると公募による一般競争入札を行わなければならず、手続に３ヵ月程度を要すると
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ころ、Ｂ元社員は、廃棄物処理の手続期間を短縮するためとして、見積競争の中でも、

さらに仕様書（詳細な見積条件）の作成や、契約制限価格（予定価格）の積算を要さ

ず、概算金額の設定で見積り合わせを執行できる簡易な手続を適用させるために、１

件の概算金額が１００万円以下に分割して見積書を提出するよう、Ｙ氏に依頼した。

この際に、Ｂ元社員は、３件ともＸ社が受注すると不自然であるとして、１件は他の

業者に取らせるように指示した。 

この頃、Ｂ元社員にあっては、私生活において個人的な資金が入用となっていたため、

２０年来の付き合いがあり、親しい関係にあると考えたＹ氏に対して、現金を要求し

たところ、Ｙ氏にあっては、Ｂ元社員の要求の趣旨を理解した上で、これを断われば

今後ＮＥＸＣＯ西日本から仕事を受注できなくなると考え、これに応じることとした。

賄賂金は、Ｙ氏が提出した３件のうち１件の見積金額が４０～５０万円の間であった

ことから、これに対してＢ元社員から「８０万円くらいの見積書を作っていい」とＹ

氏に伝えられ、元の見積金額に上乗せすることで捻出された。Ｂ元社員は、平成２５

年９月２５日頃に現金２０万円を、次いで同年１０月３１日頃に現金１０万円を、合

計３０万円の賄賂を、いずれも大阪高速道路事務所内で収受した。 

この結果、Ｘ社は、平成２５年１０月２５日から１１月１５日にかけて、大阪高速道

路事務所が発注した３件約２３７万円の廃棄物処理業務のうち、２件はＸ社が直接受

注し、残り１件はＸ社とは別の業者が受注しているが、いわゆる「名義貸し」の対価

を支払うことにより、Ｘ社が下請けとして受注した。 

なお、看板の場合と同様に、Ｘ社と共に見積競争に参加する業者はＹ氏が選定してお

り、Ｂ元社員は関与していない。 

 

ﾛ) 事務所におけるＢ元社員の立ち位置（事務所内での監督） 

総務課はオフィス用品の物品管理を担当していることから、その廃棄物処理業務の発

注に当たっては、Ｂ元社員は施行担当課長と契約担当課長を兼ねていた。 

社内調査において明らかとなったことは以下のとおりである。 

Ｂ元社員によると、Ｘ社との打ち合わせ等は基本的に単独で行っていた、所長及び副

所長からは信頼されていたので疑義は持たれていなかった、などという説明があった。 

所長及び副所長は、廃棄物処理業務の施行伺について、特に説明は受けておらず、不

審な点はなかった、などということであった。 

こうしたことから、Ｂ元社員は、自分の意図したとおりに廃棄物処理業務を発注し、

業者を選定することができた。 

 

ﾊ) 廃棄物処理法違反 

本件業務の実施については、ＮＥＸＣＯ西日本が排出事業者であることから、受託

者であるＸ社が廃棄物処理法の許可を受けていなければならないところ、実際にはＸ
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社は許可を受けておらず、また、Ｘ社自身が排出事業者を装うことで他の許可業者へ

再委託されており、廃棄物処理法に違反していた。この点について、Ｂ元社員は、最

終処分段階で不法投棄されていなければ問題がないと思っていたので法律は意識して

いなかった、Ｙ氏は、下請業者（廃棄物処理の許可業者）からは（廃棄物を）取りに

行くので問題ないと聞いており、提出されたマニフェストはＮＥＸＣＯ西日本へ渡し

ていたので、法律違反とは思わなかった、とそれぞれ説明した。 

 

ﾆ) その他 

平成２７年９月３０日に開廷された第１回公判の検察冒頭陳述において、Ｙ氏はＢ

元社員から、平成１０年４月頃から平成１３年８月頃までの間、補修等依頼する見返

りにビール券等を要求され、渡していた、とされている。この件について、日本道路

公団の民営化（平成１７年１０月）以降にＢ元社員が所属していた部署の当時の元上

司（１０名）に対して、管理監督者としてＢ元社員による業者との不適切な関係や不

審な事項に気づかなかったかなどを確認したところ、不審に感じることはなかったと、

いずれの者も説明した。 

 

（４）少額契約に関する調査結果 

① 基本的視点 

本委員会の目的は、Ａ事件及びＢ事件について、事実関係の調査及び原因の究明を行

うとともに、抜本的な再発防止策・業務改善策の検討を行うこととされている。この

ため、Ａ事件及びＢ事件の調査結果に加えて、少額契約についての全般的な調査を行

うこととした。 

・日常的に必要となり、かつ件数の多い少額契約における運用上の課題 

・業者との不適切な関係（癒着）に繋がりかねない問題はないか 

 

② 調査の内容 

下記の少額契約の全体状況(ｲ)と、関西支社管内の各事務所から聞き取った少額契約の

運用状況(ﾛ)を踏まえて、ＮＥＸＣＯ西日本管内における少額契約の運用状況について聞

き取り調査(ﾊ)を行うことにより、少額契約の運用における問題と課題、これらに対する

再発防止・業務改善策を検討するために必要な調査を行った。 

ｲ) 契約関係データの整理 

少額契約の全体調査を行うためには、まず契約関係データ（発注機関、件名、時期、

契約金額、落札者、契約の種類と方法、見積競争の参加者など）を揃えて、全体的な

傾向を把握しなければならないところ、ＮＥＸＣＯ西日本においては、２５０万円以

下の少額契約にかかる全体を把握する仕組み自体がなかった。そこで、本委員会はＮ

ＥＸＣＯ西日本に対し、調査に必要なデータの提出を求めた。 
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これを受けて、ＮＥＸＣＯ西日本は、平成２６年度支出データのうち、２５０万円

以下の支出実績を抽出し、契約手続により受注者を決定したものについて、契約の種

類と方法、見積競争の参加者、内訳（業務分類）などの情報を追加することにより、

少額契約全体にかかる契約関係データを整理した。 

 

ﾛ) 事件関係者からの聞き取り 

Ａ事件及びＢ事件に関連して聞き取り調査を行った対象者の多くは、現在又は過去

の担当業務の中で、社屋、料金所及び社宅の営繕（小補修）にかかる発注手続に携わ

った経験を有している。営繕は基本的に物品・役務の少額契約として発注されること

から、両事件に関する聞き取り調査においては、営繕の少額契約手続の運用状況につ

いて、様々な証言を得ることができた。 

 

ﾊ) その他の発注機関への聞き取り 

ＮＥＸＣＯ西日本においては、各支社が管内各事務所に対する契約事務の指導を行

っていることから、各地域の運用状況を偏りなく把握することが全社的な運用状況の

把握につながるとの考えに基づき、本社、４支社及び関西支社以外の３支社管内にあ

って、上記ｲ)で把握した発注件数が多いなどの事務所に対して、聞き取り調査を実施

した。なお、現在はＡ事件発覚後に各改善策が実施されているため、改善前の平成２

６年度から平成２７年６月頃までを調査対象期間とした。 

 

③ 調査結果 

ｲ) 少額契約の状況 

 

平成２６年度のＮＥＸＣＯ西日本全体の契約実績 

 件数 金額 

２５０万円超 ７４６件（6.7％） 157,005 百万円（98.7％） 

２５０万円以下 

（少額契約） 

１０，４５５件（93.3％） 2,148 百万円（1.3％） 

計 １１，２０１件 159,153 百万円 

 

契約価格帯別件数 

 計 

100 万円超～250 万円以下 225 件 

10 万円超～100 万円以下 3,362 件 

10 万円以下 6,868 件 

計 10,455 件 
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契約分類別契約件数 

 計 

物品・役務 10,032 件 

工事 332 件 

調査等 91 件 

計 10,455 件 

 

物品・役務に係る細目ごとの契約件数 

  計 見積競争 特命契約 

役務 車両点検、整備・修理 1,030 件 178 件 852 件 

建物点検、補修・修繕（営繕） 869 件 168 件 701 件 

備品修理 266 件 29 件 237 件

廃棄物処理 121 件 40 件 81 件 

不正通行看板設置 12 件 10 件 2 件 

その他役務提供（※1） 2,520 件 638 件 1,882 件

物品 事務用消耗品購入 1,353 件 62 件 1,291 件 

備品購入 747 件 279 件 468 件 

イベント関連グッズ等購入 181 件 35 件 146 件

車両備品購入 97 件 39 件 58 件 

その他物品購入（※2） 2,836 件 488 件 2,348 件

 計 10,032 件 1,966 件 8,066 件 

※1 その他役務提供 ・・・ 各種管理施設の設備修理、浄化槽清掃、クリーニ

ング、休憩施設の交通整理員、バス借上げ、剪定・除草作業、協議用図面作

成、料金看板貼り替え などの役務提供 

※2 その他物品購入 ・・・ 路面補修材・油吸着材、交通規制機材、安全靴・

安全帯などの現場用品、お茶、チラシ・ポスター印刷、横断幕・懸垂幕、蛍

光灯、衛生・清掃用品等の日用雑貨 などの物品購入 

 

平成２６年度の契約実績によると、全体の契約金額は１５９，１５３百万円、契約

件数は１１，２０１件である。このうち基本的に一般競争を導入している２５０万円

超の契約は金額で約９９％、件数で約７％となっている。   

一方、契約手続が簡素化された見積競争又は特命契約で契約ができることとしてい

る２５０万円以下の少額契約は、金額で約１％、件数で約９３％となっている。 

Ａ事案及びＢ事案は、少額契約のうち契約分類では「役務」としての取扱いで、契

約手続としては見積競争によるものであった。 
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ﾛ) 事件関係者からの聞き取り結果 

事件関係者からは、以下のような発言等があった。 

・契約発注件数が多く負担が大きい。 
・会社の契約ルールに対応可能な会社が限られている。 
・緊急に対応できる会社が限られておりおのずと会社が絞られる 
・営繕の補修など、社員がその現場状況を分かっても補修の内容が外形的には把握し

づらいなどから仕様書を作れないケースがある。 
その際、業者に不具合の内容について確認を依頼し、対策を検討・提案してもらい設

計書を作成し、参考見積により設計金額、概算金額を決めている。 
・仕様書及び設計書などを作れるスキルがない。 
・緊急対応が必要な営繕の修繕ではよく依頼する業者に口頭指示後、書類は後に作成

し、遡り手続のケースがあった。 
・Ａ事件及びＢ事件においては分割の発注が行われた。 
・総務課では業者の履行能力が分からない場合、実施課が推薦した業者をそのまま採

用している。 
・見積方通知、見積徴取を施行担当課で行っている。 
 

ﾊ) その他の発注機関への聞き取り結果 

他の発注機関においても、下記のとおり、本件関係者と同様の発言等があった。 

・契約発注件数が多く負担が大きい。 
・会社の契約ルールに対応可能な会社が限られている。 
・契約関係データによると、特定の業者に偏りが見られるケースも有るが便宜を与え

ていることは確認できなかった。 
・営繕の補修など、社員がその現場状況を分かっても補修の内容が外形的には把握し

づらいなどから仕様書を作れないケースがある。その際、業者に不具合の内容につい

て確認を依頼し、対策を検討・提案してもらい承認している状況がある。実績を重ね

るたびに現地に精通し、成果も問題なければ、結果その業者に依頼する機会は増えて

く。 
・緊急対応が必要な営繕ではよく依頼する業者に口頭指示後、書類は後に作成し、遡

り手続のケースがあった。 
・総務課では業者の履行能力が分からない場合、その際は、実施課が推薦した業者を

そのまま採用している。 
・見積方通知、見積徴取を施行担当課で行っている。 
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ﾆ) 業者との不適切な関係 

聞き取りの結果、業者から金銭等の授受及び飲食等の接待を受けた者は確認されなか

った。 

 

④ 課題   

・ 少額契約の件数は全体で１０，４５５件になるが、２５０万円を超える契約に適

用される手続に比較して簡素化された手続とはいえ、多くの手続を行おうとすれば、

担当社員の事務手続に対する負担感は大きいと思われる。 

･ 少額契約の中には、同種の業務を継続反復して契約しているものがあり、そのため、

同じ業者に繰り返し見積書の提出を求めるなど見積業者の選定に偏りがある上、同じ

業者が同種の業務を反復して受注している場合もある。 

・ 少額契約の大部分を占める物品・役務のなかには業者の協力がなければ仕様書の

作成や積算が困難な業務もあり、その際には、業者から参考見積書を入手して仕様の

決定や設計金額の算出をするなど、特定の業者の協力を得て設計書を作成しなければ

ならず、その過程で実質的に業者が選定される場合がある。 

・ 見積競争をしている時間的余裕のない業務があり、そのため、融通の利く業者に

依頼して業務を実施し、その後に日付を遡らせて書類を整える場合がある。 

・ 少額契約では、契約金額が低いほど手続が簡素化されているため、手続がより簡

素化された金額で契約しようとして、Ａ事件及びＢ事件のように不合理な分割発注に

よって契約金額を低くしたり、契約手続が分かれる基準金額より若干低い金額で発注

するなど、不自然な契約手続がなされる可能性がある（ただし、本件調査では、Ａ事

件及びＢ事件以外の具体的案件は特定できなかった。） 

・ 事務所では契約事務は総務課の担当と定められているところ、総務課では業者の

履行能力が分からない場合があり、その際、実施担当課が推薦した業者をそのまま採

用したり、業者選定や見積徴取を実施担当課に担当させることが行われている。その

結果、実質的に実施担当課が業者選定などの契約手続を決定し、不透明な手続になっ

ている場合がある。 
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（５）廃棄物処理法違反の調査結果 

① 基本的視点 

Ｂ事件を受けて、廃棄物処理契約について、他の事業所でも処理手続に不備がないか

確認するため、平成２７年７月から８月にかけて全社的な調査を実施した。なお、同

様の違反が繰り返されることのないよう速やかに対処すべく、調査開始前の７月２１

日に廃棄物処理法及び関係法令を遵守した契約手続及び処理を実施するよう通達を発

出した。 

 

② 調査の概要 

全事業所を対象とし、平成２６年４月から平成２７年７月にかけてＮＥＸＣＯ西日本

が排出事業者として契約した事務用品等の産業廃棄物処理について、廃棄物処理法上

の委託基準等に従って手続を行っているか調査を実施した。 

 

③調査の結果 

調査対象期間の全契約１５５件を調査した結果、以下のとおりであった（但し、１件

の契約が複数事由に該当するものもある。） 

ｲ)無許可業者へ処理を委託した契約が２９件 

ﾛ)契約書の不作成など契約書に関する不備があった契約が９６件 

ﾊ)マニフェスト（産業廃棄物管理票）の記載不備や回収・保管が適正に行われて

いない契約が２５件 

なお、ｲ）については、最終的に契約業者が許可業者へ再委託し適正に処理されたこ

とを確認している。 

上記事象の発生原因については、該当事業所へのヒアリング等を踏まえ、担当者の知

識不足が要因と考えられたことから、その後、各支社単位で産業廃棄物処理に関する

講習会の開催等が行われている。 
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３．会社への指摘・提言（再発防止策の方向性） 

 

元社員２名による収賄事件の核心は、Ａ及びＢの両社員が賄賂を収受する見返りとし

て取り計らった便宜の内容が、少額契約の簡易な手続を利用して、本来であれば会社が

選定した業者に見積書を提出させて価格による競争を行わなければならないところを、

Ｘ社に対して、他の見積業者を選定させることにより、受注を確実にさせていたことに

あるが、このような事態が、社内において相互に監視・牽制機能が働かない中で生じて

いることの他、社屋内で金銭の授受を許しており、会社の管理監督体制には不備があっ

たことが認められた。 

これを詳論すれば、以下のとおりである。本件における元社員２名の犯行は、いずれ

も２５０万円以下の少額契約に関して行われた。少額契約は、会社全体の調達契約に対

して金額では約１％を占めるに過ぎないものの、件数においては約９３％を占めている。

このため、少額契約については、契約までの事務手続が簡素化されている。 

このような簡素化された手続きは、効率的な事業活動からの要請であるが、公共性の

高い会社として、公正かつ透明な手続が何よりも重要であり、いかなる理由からも犠牲

にされるべきではない。しかし、Ａ元社員が発注を指示した事務所の一部及びＢ社員の

所属事務所では、契約担当課が行うべき業者への見積依頼を施行担当課が行う、決裁の

日付を遡って処理するなどの、内規に違反した契約手続を重ねていった。そして、この

ような手続違反が、本件収賄事件の背景となっているのである。 

このような２名の手続違反について、会社内では迅速な事務処理のためにやむを得な

い、また違法な行為が行われていることはなかろうとして、全ての社員ではないものの、

安易に見過ごす者も存在したようである。また、調査の過程において、Ａ元社員から事

務所への発注の指示を受けて、６事務所の料金サービス課長が内規に違反する手続を行

ったという事実、またＡ元社員からの指示が内規に違反した契約手続であることを訴え

た電子メールが、Ａ元社員の管理監督者に報告されなかったという事実が確認されてい

る。 

本件のような不正事犯の再発防止策としては、まず第一に、定められたルールを守っ

た業務遂行を行うことが、不正防止の最良の方策であるとの基本認識に立ち、公共調達

の基本原則を守りつつ、具体的かつ実効性のある細目ルールを整えるとともに、少額契

約の発注件数を減らすなどの業務効率化を進めるなど、本来執るべき契約手続が遵守さ

れるための改善策を検討する必要がある。また、見積参加者や受注者の偏り、発注規模

の適正性（分割発注の有無）などの契約状況から、定められたルールの遵守状況を事後

的にチェックする仕組みを設ける必要がある。 

 

以上の認識の下に、本委員会としては、以下のように提言するものである。 
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【１】コンプライアンスの徹底 
Ａ元社員から発注の指示を受けた７事務所の料金サービス課長の中には、Ａ元社員が

収賄を行っていたことまで認知していた者はいなかったものの、Ｘ社が受注者になるこ

とを知りながら、その指示に従って契約手続を進めた者がいたなど、６事務所において

内規に違反する手続が行われた。また、事務所に所属するある社員が、Ａ元社員による

指示が内規に違反することを訴えるメールを支社へ送ったにもかかわらず、その情報を

受け取った支社の社員は、その情報を組織として共有したり、当該事務所を含む全体的

な発注状況を把握するなどの対応は行なわず、そのため、その後も内規に違反する契約

が繰り返された。 

したがって、今後の再発防止を考えるに当たっては、ルールを守った業務遂行が不正

を防ぐ最良の手段であり、会社の信用力を強化するとの自覚を社員１人ひとりに確立す

るとともに、不正を知った場合には、上司への報告・コンプライアンス窓口への通報が

不正の拡大を防ぐのに有効であるとの認識を広めるべきである。 
また、今回問題が確認された廃棄物処理法など法令等の知識習得に関心を持ち、これ

を遵守することがコンプライアンスの基本であることを認識すべきである。 
 
【２】発注者としての綱紀保持 

Ａ元社員及びＢ元社員は、Ｘ社のＹ氏と私的な交際はなかったものの、発注業務にか

かる打合せには部下など他の社員を伴わずに単身で接触しており、最終的には賄賂の受

け渡しを社屋内で行うに至った。 

本件事件の原因の１つとして、周囲の相互監視が効かない中、社員と業者の癒着が形

成されてきたという問題が認められることから、業者との癒着を防止し、不適切な関係

を生じさせないような接触ルールをより明確にして、社員に徹底させる措置を講じるべ

きである。 
 
【３】少額契約手続の改善 
① 執行ルールの明確化 
少額契約については、件数が多いことに加え、詳細の事務手続要領が示されていな

いために運用が現地に任せられていたり、施行担当課と契約担当課の権能を分離して

相互に牽制を働かせる仕組みを構築しながら、契約担当課が業者の履行能力を自ら確

認するための機能が十分に機能していなかった。そのため、迅速に処理するためなど

として内規に違反した契約手続が行われ、不適切な業者選定の原因となった。 
したがって、発注業務の内容に則して、迅速な業務処理が可能な簡素で透明性のあ

る契約手続を工夫するとともに、複数の契約を集約するなどして、社員の事務負担を

軽減するための方策も検討すべきである。その上で、これを守らせる運用を徹底する

措置を講じるべきである。 
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また、見積業者の選定等において、特定の業者にとって有利に働くような運用がな

されていないかどうかを事後的にチェックする方策を検討すべきである。 
 

② 監視・牽制の徹底 
Ａ事件及びＢ事件に共通する要因の一つとして、両元社員の上司らが両元社員の業務

状況を具体的に把握していない状況において、両元社員が自分の思いどおりに発注手続

を指示したり、自ら進めることができたという状況があった。さらに、少額契約では、

見積業者と落札業者の傾向などの全体的な契約状況について、有効な事後チェックは行

われていなかった。 

したがって、今後の再発防止を考えるに当たっては、個別業務の重要事項の具体的な

決定・処理が一担当者のみに委ねられることを排し、複数者による判断、マネージメン

ト層による適切な牽制による業務管理、第三者による監視など、業務遂行のあり方がル

ールから外れることを予防する措置を徹底すべきである。 
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おわりに 

本委員会は、ＮＥＸＣＯ西日本からの委嘱に基づき、同社の事務所発注の少額契約に

関し元社員２名が高速道路株式会社法違反の収賄容疑で逮捕・起訴された２つの事件に

ついて、事実関係の調査・原因究明と再発防止策のあり方を調査審議してきた。 

平成２７年７月の第１回会合から本日まで９回の会合を持つほか、各委員が社内調査

を担当する社員とともに現地に赴いて主要な関係者からの聞き取りを行う等、必要な調

査審議を行い、本日、報告書をとりまとめてＮＥＸＣＯ西日本に答申するものである。 

高速道路事業という極めて公共性の高い事業を担うというＮＥＸＣＯ西日本の社会

的使命にかんがみれば、今回の元社員２名の収賄は、同社がこれまで築いてきた社会か

らの信頼と期待を失ってしまいかねない重大な事件である。 

本委員会は、報告書で本委員会が示した調査結果、指摘・提言を踏まえ、ＮＥＸＣＯ

西日本がこうした事件を二度と発生させないという反省と強い決意を持って実効性の

高い再発防止策に全力で取り組み、一日も早く国民の信頼を回復することを期待するも

のである。 

ＮＥＸＣＯ西日本においては、再発防止策を速やかに実行に移すとともに、全社にお

ける取組の状況をフォローアップして実効性を検証し、より高めていくことが重要であ

る。本委員会の委員はＮＥＸＣＯ西日本における実効性の検証等の今後の取り組みに対

しても協力を惜しまない考えであることを申し添える。 

 

 

 

 

 

 


