
下水管きょ工事談合に係る調停について 
 

 

１ 当事者 

（１）申立人 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

（２）相手方 川崎市 

 

２ 経 過 

  平成２２年４月９日   公正取引委員会が申立人らに対し排除措置命令（２３社）及び課

徴金納付命令（２０社） 

  平成２２年６月９日   申立人が公正取引委員会に対して審判請求 

  平成２２年９月１日   工事請負契約に基づき、申立人を含む２１社対し賠償金を請求 

              （納期限：平成２２年１１月３０日） 

  平成２３年７月１日   申立人を含む賠償金を完納していない２０社に対し、横浜地方裁

判所川崎支部に賠償金支払請求の訴え等を提起 

  平成２６年１２月１９日 最高裁判所判決により本市敗訴 

  平成２７年４月１６日  審決取消請求について上告審として受理しない決定（最高裁判所） 

              申立人に対する排除措置命令等が確定 

  平成２７年７月２８日  賠償金を請求（納期限：平成２７年９月３０日） 

  平成２７年１０月１３日 督促状を送付（納期限：平成２７年１１月３０日） 

  平成２７年１０月２９日 申立人が川崎簡易裁判所へ債務弁済協定の調停を申立て 

  平成２８年１月１３日～  

  平成２８年１１月１６日 第１回から第９回調停期日 

  平成２８年１２月２１日 第１０回調停期日で川崎簡易裁判所調停委員会から調停条項案の

提示 

 

３ 債務発生の概要 

  申立人は＊＊＊＊＊と共同企業体を設立した上（申立人の出資割合は３０％）、本市との間で、

平成２０年１１月４日付け「登戸 1 号雨水幹線その 4 工事」の工事請負契約を締結したが、そ

の後、公正取引委員会から独占禁止法に違反する行為があったと認定され、最高裁判所の決定

にて排除措置命令等が確定したため、本市は川崎市工事請負契約約款第５３条の規定により、

連帯債務となる賠償金として 149,751,000 円を請求した。 

 

※ ＊＊＊＊＊については、平成２３年７月に事実上倒産し、同年９月１４日に分離判決によ

り本市勝訴、同年１０月７日に判決が確定している。 

 

 

４ 調停の主な経過（Ｈ２８．１．１３～Ｈ２８．１１．１６） 

（１）申立人は元本の７割を免除の上、残りの３割については１５年間の分割弁済を求めてきた

が、一連の下水管きょ工事談合訴訟では、過去の他社との和解において減額には応じていな

いことから、賠償金の減額には応じず、分割の弁済期間について協議を行った。 

（２）申立人は４０年間の分割弁済を求めてきたが、本市からは経営計画の見直しや申立人代表

者の役員報酬などの減額を要望し、経営計画等の資料提出を依頼した。 

（３）申立人代表者の役員報酬などを減額した資金計画のシミュレーション資料が提出され、申

立人から３０年間の分割弁済を提示された。 

（４）本市としては、他社との公平性の観点から、顧問弁護士と法律相談を行った上、弁済期間

の短縮について協議を重ね、毎年の事業年度で純利益が出て株主に配当する場合には、追加

で賠償金を納入することを提示した。 

 

５ 調停条項案の主な内容 

（１）申立人は本市に対し、賠償金全額及び遅延利息の支払義務があることを認める。 

（２）申立人は 149,751,000 円（請求額全額）を平成２９年４月から３０年間（３６０回／毎月

416,000 円、最終月のみ 407,000 円）の分割で支払う。 

（３）申立人は、平成２８年度以降の毎事業年度の決算において、税引後利益を計上した上、株

主に対し配当を実施する場合には、その配当金総額と同額を追加して、本市に支払う。 

（４）申立人が分割金の支払いを怠り、その額が 832,000 円に達したとき、又は、本市が申立人

に対して、配当金総額と同額を請求してから２箇月以内に支払いがないときは、期限の利益

を失い、本市に対し、残額及び遅延利息を直ちに支払う。 

（５）申立人が滞りなく賠償金を完納した場合には、本市は遅延利息を免除する。 

 

６ 調停を成立させる理由 

（１）既に和解が成立している他社は１０年間の弁済期間となっているが、申立人は、他社に比

べ賠償金額が大きいこと、また、共同企業体の相手方が事実上倒産していることから、経営

状況を考慮すると、１０年を超える弁済期間についてはやむを得ないこと。 

（２）毎事業年度の決算において、株主に対する配当を行う場合には、配当金総額と同額を本市

に追加して支払うこととしており、弁済期間の短縮が見込まれること。 

（３）川崎簡易裁判所調停委員会から調停成立についての強い要請があり、この調停により本市

と申立人の間の紛争が早期に解決すること。 

資料１



下水管きょ工事談合事件に伴う賠償金一覧表

本体 遅延利息 合計

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,*** *,***,*** **,***,*** ***,*** ***,*** H25.1～H34.12（10年） 和解

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 〔＊＊とのＪＶ・50/100〕 **,***,*** *,***,*** **,***,*** ***,*** ***,*** H25.1～H34.12（10年） 和解

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 〔＊＊とのＪＶ・40/100〕 (**,***,***) (**,***,***)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,***

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,***

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 〔＊＊とのＪＶ・60/100〕 **,***,*** **,***,*** ***,*** ***,*** H25.1～H34.12（10年） 和解

＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 〔＊＊とのＪＶ・40/100〕 **,***,*** **,***,*** ***,*** ***,*** H25.1～H34.12（10年） 和解

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,*** **,***,***

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 〔＊＊とのＪＶ・70/100〕 ***,***,*** ***,***,***

＊＊＊＊＊ 登戸１号雨水幹線その４工事 〔＊＊とのＪＶ・30/100〕 (149,751,000) (149,751,000) 416,000 407,000 H29.4～H59.3（30年）

＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 〔＊＊とのＪＶ・50/100〕 (**,***,***) (*,***,***) (**,***,***) (***,***) (***,***) H25.1～H34.12（10年） 和解

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,*** ***,*** **,***,*** ***,*** ***,*** H25.1～H34.12（10年） 和解

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,***

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,***

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,***

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,***

＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,*** ***,*** **,***,*** ***,*** ***,*** H25.1～H34.12（10年） 完納済

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,***

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 【追加請求 H22.10.20】 **,***,***

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 【まちづくり局発注】 **,***,*** ***,*** **,***,*** ***,*** ***,*** H25.1～H34.12（10年） 和解

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊（＊＊＊）＊＊＊＊＊ **,***,***

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊（＊＊＊）＊＊＊＊＊＊＊ *,***,***

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,*** ***,*** **,***,*** **,*** ***,*** H25.1～H34.12（10年） 和解

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,***

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,***

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 〔＊＊とのＪＶ・60/100〕 **,***,***

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,***

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,***

＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,*** ***,*** **,***,*** ***,*** ***,*** H25.1～H34.12（10年） 完納済

＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,*** ***,*** **,***,*** ***,*** ***,*** H25.1～H34.12（10年） 完納済

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,*** *,***,*** **,***,*** ***,*** ***,*** H24.11～H27.11（3年1月） 完納済

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,*** **,***,*** ***,*** ***,*** H24.7～H29.6（5年） 和解

＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ **,***,*** **,***,*** ― ― ― 完納済

***,***,*** **,***,*** ***,***,*** ― ― ―

H25.1～H34.12（10年）

H25.1～H34.12（10年）

H25.1～H34.12（10年）

H25.1～H34.12（10年）

H25.1～H34.12（10年）

合　　計

***,*** ***,***

***,*** ***,*** H25.1～H34.12（10年）

和解

＊＊＊＊＊ *,***,*** ***,***,***

＊＊＊＊＊ *,***,*** **,***,***

和解

和解

***,*** ***,*** 和解
＊＊＊＊＊

***,*** **,***,***

和解

＊＊＊＊ *,***,*** **,***,***

***,*** ***,*** 完納済

***,*** ***,***

＊＊＊＊＊ *,***,*** **,***,***

和解

＊＊＊＊＊ 事実上倒産

H25.1～H34.12（10年）***,*** ***,***

***,*** ***,***

＊＊＊＊

＊＊＊＊＊
**,***,***

＊＊＊＊＊ *,***,*** **,***,***

（単位　円）

請負会社 工事名
賠償金請求額

毎月支払額 最終月支払額 備考弁済期間

資料２


