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平成24年10月30日（火） 場 所 3階 第5研修室会議録

会 議 名：第4回総務・経済常任委員会

出席委員：竹田委員長、新井田副委員長、福嶋委員、又地委員、佐藤委員、吉田委員

平野委員、笠井委員、東出委員、岩館委員

欠席委員：なし

事 務 局 山 本、近 藤

会議時間 10：00～17：15

開 会

1．委員長挨拶

ただいまから、第4回総務・経済常任委員会を開会いたします。竹田委員長

ただいまの出席委員は10名でございます。

よって、委員会条例第14条の規定による委員定足数に達しておりますので、会議は成立

いたしました。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の会議次第は別紙配布のとおりであります。

2．調査事項

（1）総務課

①財政状況に関することについて

第4回の総務・経済常任委員会につきましては、8月27日に開催された3回以竹田委員長

降、9月の定例会をはさんで、1か月くらいの期間をおきましての開催となっております。

24年度の事業の執行等についても、上半期が終了しまして、各事業会計等の数字等も確

認ができるということで、きょうは、総務、建設水道課の順で会議を進めてまいりたいと

思います。

なお、このあと、皆さんに案内している総務・経済以外、まちづくり新幹線課からＪＲ

江差線廃止に伴う対策協議会についての報告をしたい旨の申し出があります。

2点目は、教育委員会から旧鶴岡小学校グラウンドの使用について、それともう1点は、

学校給食配送業務に関する件の2件について、報告したい旨の申し出がありましたので、

その他の中で報告を受けたいとこのように思っております。

それでは、さっそく事務調査に入ります。

本日は、総務課より事務調査をしまして、午後からについては、建設水道課と一緒に現

地確認等もございますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。

それと、今回初めてなのですが、事務局作成ということでの資料を皆さんに配布してお

りますが、委員長と副委員長で事務調査の視点という要旨を若干集約しまして、皆さんの

ほうに配布をいたしております。それぞれ、いろいろな委員さんの各考えもあろうかと思

いますが、ある程度、話の切り出し等については、こういう資料があったほうがいいのか

なということで作らせていただきました。今後、これについては、このような形でずっと
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継続するか、その委員会の状況によってあれするかということについては、皆さんからい

ろいろな意見をいただきながら進めて行きたいとこのように思っています。どうぞよろし

くお願いいたします。

それでは、総務課の皆さん、大変ご苦労様です。

それでは、まず資料について説明を受けたいと思います。

まず、財政状況に関する件について報告を求めます。

総務課長。

皆さん、おはようございます。本日、総務課調査事項となってございます大野総務課長

、 、 、のは ①から④までということで 委員長のほうから①の財政状況に関することについて

まず説明ということでお話がありました。それで、委員会のほうで意図されております財

政収支計画の10年間の分につきましては、まだ作成ができておりません。大変申し訳ござ

いません。昨年もそうだったのですけれども、昨年は12月にお出しした。ことしについて

は、現在、職員によります行政事務能率改善委員会を立ち上げまして、将来の職員定数で

すとか、あるいは集中改革プランで取り組んでいる内容の検証をこれらを行ったうえで、

12月いっぱいまでに何とかまとめたいということで進めておりますので、後ほど、財政担

当のほうからも、1月中旬以降に10年計画はお示ししたいということで説明しますが、遅

れていることについて、まずお詫びを申し上げます。

きょう説明させていただきますのは、すでに決算委員会等で23年度の内容については報

告済みであります。この23年度の実績について計画対比と、昨年ということは平成22年度

になりますけれども、22年度との対比表を今回作成をしましたので、その内容について概

略説明をさせていただきたいと思います。

それでは、財政担当主査のほうから説明を申し上げます。

幅崎主査。竹田委員長

財政グループの幅崎です。よろしくお願いいたします。幅崎主査

それでは、まず財政状況に関する資料、1ページ目の平成23年度普通会計決算計画対比

表について、簡単に説明させていただきます。

まず、表のつくりなのですが、上段に歳入を下段に歳出を掲載しておりまして、左から

2列目には財政収支計画におきます平成23年度の計画額を載せております。その右隣の列

には決算額を載せておりまして、3列目に比較増減額、4列目に比較増減率、5列目から7列

目はそれぞれ平成22年度の決算額、平成22年度と23年度の決算対比額と増減率を掲載させ

ていただきました。各項目の金額につきましては、計画を策定する際に10万円単位でまる

めて算出しておりますので、ここに掲載しております実績額につきましても計画額に合わ

せて10万円単位でまるめて表記しております。そのため、若干、端数の誤差があることを

ご承知おき願います。一番右側の備考欄については、23年度の計画額と決算額の対比のう

ち増減要因の主なものを簡単に記載しております。

なお、昨年12月に改定しました財政収支計画を参考資料としまして2ページ目に掲載さ

せていただきました。この計画が、現時点では、一応 新のものとなっております。

、 、 。それでは 1ページに戻りまして 計画と実績の増減について説明させていただきます

まず、上段、歳入のほうでは上から2行目の地方譲与税、それから7行目の自動車取得税

交付金、この2項目で合わせて470万円ほど減少しておりますが、交付金の国の原資であり
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ます自動車重量税、ガソリン税、取得税、これらの総額が販売台数の減少やエコカー、小

型車の普及などにより伸び悩んだことが要因の一つと考えられます。

次に、地方交付税の特別交付税分なのですが、総務省の地方財政計画では23年度から相

当程度の減額が見込まれておりましたので、当初の収支計画上でも前年度より下降する試

算をしておりました。ただ、結果として前年度並の交付実績がありましたので、そのこと

による増となっております。

国庫支出金につきましては、教育費補助金の増分があり、都道府県支出金につきまして

は道補助及び委託金事業の実績に伴う減がありました。地方債につきましては、新幹線整

備事業負担金に係る事業費が縮小されたことなどによる減少分です。

続きまして、下段の歳出のほうになります。人件費が約1,300万円、2％ほど減少してお

りますが、計画で定めております定員管理計画が堅調に進んでいることと、通常の手当等

の執行残によるものです。物件費と維持補修費の増につきましては、経常経費であります

。 、燃料費や昨年冬の大雪による除排雪の経費の増分によるものです 扶助費につきましては

障害者介護給付費・医療費関連の実績による減です。補助費等の増分につきましては、23

、 。年度中の収支剰余のうち 5,000万円を利率の高い備荒資金組合へ積み立てしております

決算統計上では、基金の積み立てではないために補助費等として区分されることによるも

のです。積立金の約1億2,000万円の増につきましては、計画策定上では、年度内の積立金

を考慮せずに、剰余金は年度末に全て基金へ積み立てたと仮定する考えかたで整理してお

りますので、実績との対比した場合には増減が生じることによるものです。繰出金は、各

特別会計への繰出金で若干の増減があり、内訳は記載のとおりとなっております。普通建

設事業費の減少分につきましては、木古内中学校移転に伴う改修事業が平成24年度へ繰り

越されたことなどによる減です。

表の一番下の行が、歳入から歳出を差し引いた単純収支に、次年度への繰越分や前年度

実質収支等を加えました実質単年度収支となっており、計画対比では約7,000万円の減と

なっております。

以上、簡単ではありますが、平成23年度の計画額と実績額の対比について説明させてい

ただきました。ご審議の程よろしくお願いいたします。

ただいま説明を受けましたので、これより質疑等をあれば、お受けしたいと竹田委員長

思います。

吉田委員。

吉田です。まず、細かいことを1件お願いします。人件費で手当執行残とある吉田委員

のです。あらかじめこの手当というものは、計画上の中である程度の人数、そして必要な

ものと考えられるのですけれども。だ、この手当が残になったという、本当に細かいこと

なのですけれども、どういう意味なのか、ちょっとその辺のことと道路維持補修費ありま

すよね。今冬のこの雪の多さには、多分、除排雪経費の6,600万円ですか。要するに計画

の倍ですよね。こんな形でなるのですけれども、もともとこの計画自体が、はたしてこれ

でいいのかなという感じがするのです。多分、何年間の統計上で、だいたいこのくらいあ

れば冬は大丈夫だという形で取るのですけれども、この頃の雪の多さになると、この倍と

いう考えは、以前からもっと計画的にもっと多くすべきという考えかたが必要なのかなと

いう気がします。除排雪の場所も設けて、除排雪は十分にされていると思うのですが、そ
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の辺の計画上の予算の立てかた、この辺について総務のほうに聞いておきたいと思います

ので、2点程お願いします。

幅崎主査。竹田委員長

ただいま、吉田委員からのお尋ね2点についてですが、まず1点目の人件費の執幅崎主査

、 、行残 手当だとかの執行残を見込んだのが誤りではないかというようなご指摘なのですが

誤りというか、当初から執行残を見込むのは正しくないのではないかというようなお尋ね

かと思うのですけれども、去年の12月に見直しした段階では、当初予算に計上した手当等

は、一応概ね100％使うものとして計画上では見込んでおりますので、本来の決算見込み

としては、執行残を頭には入れてあると思うのですけれども、計画上の数値としては、一

応全部使い切るというような見立てで計画を作成しているためにこのような執行残が生じ

るものです。

もう1点目は、除排雪関係の見込みが甘いのではないかというようなご指摘につきまし

ては、昨年の大雪が、皆さんご承知のとおり何十年に1回の大雪であったということで、

計画上ではそこまでの大雪を想定しておりませんので、昨年12月に見直ししたあと、1月

から冬季の3月くらいまでの間に、相当の除排雪費用が増こうしたというようなことで、

計画上ではなかなか倍にも膨らんでいるのですけれども、そこまでの見立てはできなかっ

たということでご理解願いたいと思います。

吉田委員。竹田委員長

、 。 、吉田委員 1点目の人件費については 僕の質問とちょっと答弁が違うのです 要するに

執行残ではなくて本来手当ですから、もうある程度これはもう100％手当がいく人件費で

すからいくものなのです。それが、なぜ残が残ったのか中身だけなのです。ですから、そ

れを執行する、しないのではなくて残が残ったのは何なのか。要するに人がいなくなった

からその分が余ったのか、手当が少なくなったのかその辺だけなのです。

あともう1点、その除排雪は総務の計画上、僕は何年間のトータルでこのくらいの必要

があるのだと。ですから、いずれまた雪が多くなってくると、計画上の予算というのは増

えていくものだと思うのです。その辺の考えかたがどうなのかなというだけで、あまり詳

しくでなくてその辺なのです。財政としてその予算の立てかた、それだけなのです。

福嶋委員。竹田委員長

いま吉田委員の質問は、この間決算委員会をやったばかりでしょう。それをま福嶋委員

た尋ねるというのはおかしいです。あなたは決算委員長をやって、やった後始末を報告し

ているのになぜそのやったことまで質問しているのはおかしいです。だいたい決算委員会

をやってしまって結果が出て、いまの予算の残、誰か職員が退職した。途中退職した。残

りが出たという可能性もあるでしょう。いままで休職していた人が退職したと、途中で辞

めたという、そういう場合も残るでしょう。ですから、決算委員会でやった意味をまたな

ぜそれを二重に逆戻りしているような気がします。10年計画の話をするのであればいいで

す。ことしの決算を見て、32年で2億8,000万円にしかならないと、どうしてこうだという

のであればわかります。去年の残をいま質問するのはおかしいですよ。

いまの件について、確かに23年度の決算に係わる部分は、いま福嶋委員が言竹田委員長

われた部分に尽きるのですけれども、やはり僕もこの資料を見て、先ほど総務課長の挨拶

の中で見直し等についても24年度の執行を含めて12月以降でなければその数字が出てこな
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いと。2枚目の資料を見ても、前にもらっている資料と同じなのです。数字が動いていな

いという。これからの特に財政とリンクしてくるのは、行政改革と関連が出てくるもので

すから。これについて、もう少し一歩、幾らか数字が見えるのかなと思っていたら、今回

全然動いていなかったということなものですから、12月以降の数字、計数を見なければ、

これは議論にならないのかなという気がしておりました。

又地委員。

吉田委員がいまの質問を取り消すのかどうかを諮ればいいでしょう。又地委員

吉田委員。竹田委員長

いま福嶋委員から指導的指摘を受けましたので、この件につきましては、確か吉田委員

。 、 、に決算委員会でやりました そして 先ほど委員長のほうからも説明がありましたとおり

これからの予算を立てる、その辺の僕は、ちょっとこれからどういうふうにするのかなと

いう考えかただったのですけれども。これが悪いとか良いとかではなくて、これからもう

予算段階に入ってくるので、来年度に向けてどういう取り組みをするのかというところが

ちょっと聞きたかったというだけで、この件について、決算委員会でもやりましたので中

身については訂正をさせていただきます。この辺のことを踏まえて、できれば来年度予算

の考えかたを示していただきたいなということを要望しておきます。

要望ということでよろしいですね。竹田委員長

総務課長。

混乱させて申し訳ありません。23年度の決算対比ということで資料を出し大野総務課長

てしまったものですから、こういうような議論になったかと思います。もっと早くに事務

能率改善等に取り組むべきだったところを、このような資料に単年度の決算対比表になっ

てしまっているということでのご指摘ですので、今後早めに資料を提示していくようにし

たいと思います。よろしくお願いいたします。

又地委員。竹田委員長

そこで、課長が決算対比になってしまったということですが、22年度の推計決又地委員

算額、それから23年度の推計決算額、ここは基金の残高等に関しては、これはもう決算が

終わっているのですから、ここは新しくわかった数字を入れるべきです。そして、そうす

ると私達も24年度の推計決算がこれは当然こんなにないわけですから、23年度の。そうす

ると、ここで基金の残高はこれだけ減ったなと。そうすると、24年度の推計と比較をして

この辺はもっと減るだろうと。そして、順を追って行って 終的に32年度は2億8,000万円

ですけれども、はたして、このあたりは本当に守られるのかどうかというのが頭に浮かん

でくるのです。ですから、この辺は12月の末までにということなのですけれども、私は今

回これを見て、基金の残高がこんなにないのに推計で出してきたと。もう決算が終わって

いるのに、なぜここを変えないのだというちょっと疑問符がつきました。この辺は、もう

決算が終わっているのですから推計でなくて、もうわかった数字を入れるべきだと。推計

は推計でいいとして、ここに実際にわかったものを、決まっている数字に関しては、赤く

ちょっと入れておくとかそうしたほうがいいのではないですか。

総務課長。竹田委員長

。 。大野総務課長 配慮が足りず申し訳ありません 数字をいま説明してよろしいでしょうか

大きな数字ではないですので、項目が少ないですので。基金残高といいますか、積立現在
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。 、 、 、額は8億7,000万円です そして 備考資金組合のほうへの積立額 こちらにつきましては

3億円ございます。あわせまして11億7,000万円。それで、24年度、いまの予算で計上して

いる備考資金組合への積立分は1億円を見ております。それで、予算で見ている財政調整

基金の額は2億8,000万円。2億8,000万円のうち、今年度補正財源として取っておきたい8,

000万円くらいは、先ほど言った除雪等で出費があればということで残しておきたいと財

政は思っておりますので、今年度、財政調整基金に積み立てできるのがおおよそ2億円か

なと思っております。そうすると、8億7,000万円ですから10億7,000万円、そして、備荒

資金組合の積み立ては1億円増えて4億円、14億7,000万円をこの24年度の目標というふう

においております。

又地委員。竹田委員長

その部分に関しては、また備荒資金組合の積み立ての部分を入れて12月末まで又地委員

には新たなものが出てくるということですね、1月ですか。整理するのですから1月には出

てくるということですね。わかりました。

あと、財政についてなければ、次に進みたいと思います。竹田委員長

暫時、休憩をいたします。

休憩10：25

再開10：29

②工事契約に関することについて（継続）

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

次は、工事契約に関することについてを議題といたします。

皆さん、今年度の発注関連の説明の前に、9月の定例会の本会議の中でも議論がありま

した旧国保病院の解体工事に係わる入札に参加をしていた手塚産業が下請工事を行ってい

ると、この件についてをまず経過を含めて説明をいただきたいとこのように思っておりま

す。

若山課長。

建設水道課若山です。よろしくお願いします。若山建設水道課長

私のほうから、まちなか公園支障物件解体工事の施工体制についてご説明いたします。

資料のほうにつきましては、8ページから22ページまでをご参照ください。

当工事につきましては、本年9月12日に入札を実施し、同日仮契約を行い、9月14日議会

議決承認をいただき、請負契約を締結しております。受注者は丸協土建株式会社、工期は

9月14日から11月30日となっております。

配布させていただきました資料ですが、9ページから11ページが、受注者である丸協土

建株式会社から提出された下請選定理由書です。12ページから20ページが、特殊機械類の

カタログです。21ページ、22ページは、北海道建設部建設管理局から出されている施工体

制Ｑ＆Ａのうち、同一入札参加者への下請けの見解です。契約後、受注者から下請選定に

ついて株式会社手塚産業を選定したい旨の相談がありましたので、関係法令や北海道の見

解を確認したところです。建設業法に抵触はしないことは確認しましたが、同一入札参加

者ということもありましたので、そのＡの下請けであることから、選定の理由を確認し、
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届出を受領したものです。

受注者からの理由書9ページ、10ページ、11ページですが、ここに記載のとおり、外部

の取り壊し工事では特殊機械が必要であり、管内では保有台数が限られており、いま現在

株式会社手塚産業の機械が使用可能なため選定されています。

、 、 。また 地元での雇用を優先し 人材を確保している同じく手塚産業で選定されています

同一参加者への下請けにつきましては、22ページの北海道の見解にもあるとおり、極力

避けるよう指導をする必要があると認識しておりますが、受注者から提出された下請人選

定通知をその都度確認し、やむを得ないと判断したところです。

また、次に、一括下請負の心配があるものですから、その辺につきましては、元請けの

受注者丸協土建が発注者との協議、施工計画、工程管理、品質管理、安全管理、下請業者

への施工調整・指導監督等主体的な役割をはたしていることから、一括下請負にはならな

いと判断したところです。以上です。

ただいま説明をいただきました。これより質疑を受けたいと思います。竹田委員長

質疑ございませんか。

笠井委員。

北斗市で研修があった15日の次の日の16日に、ここで何人かの議員が集まって笠井委員

その件について話し合いをしたと思います。それ、誰が集まってどういう話をしたか、そ

ちらから僕は聞きたいです。

この件については、病院の解体工事、状況も自分も確認しましたし、手塚産竹田委員長

業さんのトラック、重機等が出入りしているということで、この件については9月の本会

議の議論を含めて、我々の認識とすれば、同一相指名業者の下請けというのは、まずいと

いうそういう見解から、まず議長、副議長、総務の委員長と副委員長でこの件についてど

うするというようなことの協議をしまして、それで、まずその説明を受けようということ

で、資料の22ページに付いているこのＱ＆Ａの資料等も確認をし、この件については、事

務調査がきょうありますので、その中で説明をいただくというようなことで、別に経過と

すればそういうことです。

又地委員。

それで、正副議長、あるいは常任委員会の正副で話し合った中で、結論はどう又地委員

だったのですか。

東出委員。竹田委員長

少し休憩してもらえますか。東出委員

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩10：37

再開10：47

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

休憩中に又地委員さんから出された10ページのアスベストの資格を持っていなくても、

入札に参加できるのかどうなのかという部分については、どういう見解ですか。

若山課長。
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今回の工事では、一部アスベストが出る可能性がある箇所がありまし若山建設水道課長

。 、 、 、た それは ごく一部予定されている箇所であって 主たる工種ではないという中で今回

その疑わしかった場所を工事に入ってまもなく試験をしたそうです、その部分の。特別な

処置が必要なアスベスト含有量では無かったということで、いま現在はアスベストが発生

していないという状況ではあります。

ですが、これはここに下請けの選定理由の中に、そういうアスベストの資格竹田委員長

を持ったかたがいるから下請けしましたという、その選定理由書の中に書いているから。

若山課長。

それは、私がいま結果を言ってしまったので申し訳ありません。アス若山建設水道課長

ベストの恐れがある箇所については、有資格者が先にその作業を行いながらそれを試験し

たということです。

吉田委員。竹田委員長

いまの課長の説明の中のアスベストの問題、僕もちょっと9月の定例会が終わ吉田委員

ってからいろいろ聞いて、前に公民館でアスベストが出たことがありますよね。なぜ町が

、 。 、 、把握していないのか 町の建物の中で アスベストが使われていたのか いなかったのか

。 、 。 、 、公民館の時に言いましたよね なぜ いまわかったのか なぜ そういう資料がないのか

何かこの辺も全然おかしいのですよね。このアスベストの問題は確かにそうなのですけれ

ども、確かに今回の入札額98％なのです、高いのです。多分、これはアスベストの問題が

あるからという理解だったのです。当然、いまになって資料が出てきてアスベスト云々と

なってきたのです。そして、いま先輩議員のほうから出たアスベスト、僕らもちょっと勉

強不足だったのですけれども、本当に中身的に「資格証明者がない業者が入札できる」こ

れ自体が、だいたい。そして、そのアスベストがもし出た場合、どこにどう持っていくの

、 、 。 。か その処理方法をここでできるのですか 木古内で その辺も問題になると思うのです

その件についても、アスベストの問題でなぜ「出そうだ」という言いかたしかできないの

か。なぜ、町の建物なのにアスベストが出るというのが念頭になかったのか、この辺が僕

らにするとすごい不思議なところなのです。何年も経っている建物なので、その資料がな

いと言えばそれまでなのですけれども、その辺についても委員長お願いします。

まず、アスベストの件について答弁をお願いします。竹田委員長

先ほど、若山課長の説明からすれば。アスベストが出なかったというふうに捉えたので

すけれども、結果として。その辺もう一度答弁を。

又地委員。

、 。 。又地委員 これも解体の設計 業務委託しているでしょう その時にどうだったのですか

例えば、1億円近い解体工事をやるのに解体の設計委託業務をしてもらっているのです。

その中身でどうだったのですか。そうしたら、そこからちょっと始めましょう。

総務課長。竹田委員長

担当主幹を呼びたいのですけれども、時間をいただけますでしょうか。大野総務課長

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩10：52

再開11：00
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休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

若山課長。

すみません。アスベストの関係でございますが、当工事につきまして若山建設水道課長

は、病院の煙突部分にアスベストが含まれていることは当初からわかっておりまして、そ

この部分については、アスベストの処理を予定しておりました。それと、渡り廊下の一部

につきましては、アスベストが当時の図面、施工図が残っていないものですから、アスベ

ストの含有がわからない、不明な状態でありました。それで、今回、工事のほうでそこの

分の調査費を計上しています。当時の基準と現在の基準はかなり現在のほうが厳しい状況

の中で、その渡り廊下につきましては調査したところ、それでも含有量は低かったという

ことです。それで、当初から煙突部分については予定されていましたので、この丸協土建

さんから出てきているこの2番につきましては、下請業者さんの中でアスベストの監督で

きる資格のある者のいる手塚産業を選定したというのがこの2番の中身です。

又地委員。

この委員会で聞いているのは 「アスベストの処理の資格を持っていない業者又地委員 、

を指名できるのかい」ということです。そこなのです、元請けとして。

小池主幹。竹田委員長

アスベストの撤去工事も、一部の普通の木工工事とかそういうのと同じで下請小池主幹

けに専門業者を指定施行する場合は、元請けのほうにそういう資格が必要ないです。元請

けのほうに、そういうアスベストの撤去をする資格があるというか、アスベストの撤去を

するための登録は必要ないということです、元請けには。下請けのほうにきちんとした業

者があればいいです。

若山課長。竹田委員長

建設工事ですので、さまざまな工種が存在します。その中には、やは若山建設水道課長

り専門業者でなければできない工種というのもこういうこともそうですし、ほかの土木建

設工事ではさまざまあります。それについては、元請けが資格を持っている業者を選定し

て下請けさせるというのが通常の工事かと思われます。

ということは、元請けには資格者が必要ないという見解ですね。よろしいで竹田委員長

しょうか。又地委員。

そう言うのですから。又地委員

吉田委員。竹田委員長

ちょっと悶々としているのですけれど、そこで先ほどの議論になった指名停止吉田委員

に手塚産業さんが入ってきていることなのです。そこになってしまうのです。確かに、丸

協さんが入札しました。そして、下請けでその指定を受けていない人を下請けにしますよ

と。ここに資格者がいるからというなら納得ができるのですけれども。指名に一緒に出て

いるところが持っている、その辺がちょっと悶々としているところなのです。はたして、

それが今後もそれでいいのかということなのです。多分、木古内の町の中にもそういう古

い建物がありますから、今度もそういうことがあり得る可能性もあります。本当にそれが

いいのか、いいというのであれば、そっちのほうで、これは全く法にも何もふれていない

というのであれば、それはそれでいいのですけれども、ただ、そこがやはりおかしいとこ

ろなのです。僕も、それがだめだと言いません。別に手塚産業がだめだとか言いませんけ



- 10 -

ど、何かその辺が腑に落ちない。同じ指名を受けた中で、そちらに資格があったと。先ほ

ど言った値段が低い、何かその辺が変な勘ぐりをせざるを得ないということなのですけれ

ども。その辺どうあれしたらいいのか。委員長。

平野委員。竹田委員長

まずを持ちまして、このような同一指名業者が下請けに入ってくるということ平野委員

、 、 、を問題視されて こういうような資料を出されたと思うのですけれども この資料の時期

指摘が入ってからこのように資料を提示したのか、それとも、もともとこの元請業者さん

もその辺のことを理解していて事前にきちんと提出してきたうえでの工事の開始なのか、

まずは、そこの部分を1点お聞きするのと、やはり、このＱ＆Ａを見て、建設管理局が出

した答えも「極力避けるよう指導する必要があります 」と非常にもやもやしたような明。

確なルールがないような、こういうのが結局談合ですとかそういうのにつながっていると

非常に感じるのですけれども、そのうえでこの理由書を提出した中で、この理由書も変な

話、後付けといいますか、どうとでも出しようがあると思うのです。この機械がここしか

ないだとか、いま言われたように人材ですとか、アスベストの資格者ですとか、こういう

ものも明確なルールのうえで出しているのでしょうけれども、であれば、ここの理由を出

された調査ははたしてしているのかどうなのか。その調査をしたうえできちんとした結論

の基 「ＯＫですよ」と協議されているのか。その辺、どの程度明確に進められているの、

か、正確にお答えください。

又地委員。竹田委員長

5,000万円以上ですから、議会の承認が得られたわけですね。そのあと、担当又地委員

部局に例えば施行計画書等提出されたのはいつだったのですか。ということを聞いてもい

いですか。ということは、入札に指名をもらって入札に参加する時点で、みんな指名をも

らった業者さんは 「こういう例えば機械が必要だ」とか、どうだこうだといろいろ検討、

して臨むと思うのです。そんな中で、いま同僚議員からもあったけれども施工計画書がい

つ提出されて、そして下請選定がいつ出てきたというものの、ちょっと合わせて答弁をお

願いします。

若山課長。竹田委員長

まず、下請人選定通知書、理由書ですが、24年9月24日に下請人選定若山建設水道課長

理由書、先ほどの資料につけているものと同じものをつけて24日に出ております。同日付

で、その下請人選定通知書というものが出されています。ちょっと時間いいでしょうか。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩11：09

再開11：10

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

若山課長。

9月14日に本契約を締結しておりまして、いま申し上げたとおり、1回若山建設水道課長

目の下請人選定通知書が9月24日に出てきております。それで、大変申し訳ありません。

この以前に、14日から24日までの間に受領はしているのですけれども、施工計画書の細か
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い日付が書かれていなくて申し訳ありません。その14日以降、24日までの間に施工計画は

受領しております。

平野議員の答弁を。若山課長。竹田委員長

申し訳ありません。下請人選定理由書が先ほど9月24日に出されたと若山建設水道課長

申しましたが、それと同時に選定通知書も出されております。手塚産業という、それをこ

ちらで受領した中で、担当者と私とのほうでこの理由の確認をしたところです。

平野委員が聞いているのは、例えばＱ＆Ａのこういう通知文があって、こう竹田委員長

いう例えば好ましくないという部分からして町とすればどういう例えば指導、元請業者へ

の指導を含めたやりとりがあったのだという部分だと思うのですが、平野委員、もし違え

ば再度。

一つずつ行きます。いまの答弁では、この理由書、並びに下請けの決定書のよ平野委員

うなものが同時に出されたということですよね、9月24日に。その時点で初めて行政側は

下請けに手塚産業さんが使われるということをわかったわけですよね。その日のうちに承

諾したというふうな答弁に聞こえましたけれども、要はこの提出をされて下請けが同一指

名業者が入っているにも係わらず審査、調査もせずに、こういう事情で「わかりました」

とあっさりはんこを押したという流れなのでしょうか。それとも、この中身について詳し

く調査はどの程度されたのでしょうか、についてのみ、まずお聞きします。

若山課長。竹田委員長

先ほど申した選定理由書と届出書につきましては、9月24日付の公文若山建設水道課長

書として届け出をもらっております。その以前に丸協土建のほうから 「こういう下請け、

をしたいのだけれども」という相談がありました。それで、相談があったのでそれはまだ

公文書的なものが無いものですから、その時点で関係法令や北海道の見解を確認したとこ

ろであります。その時点で業法等に触れないということは確認したのですけれども、こち

らのほうとしても、やはり同一参加者ということでの下請けであることから、まずその理

由を確認して、そののちに届け出書なものですから、こちらから「いいよ」とか 「悪い、

よ」という承認するとかという書類を出すたぐいのものではなく、届出書をこちらで受け

取ったという形になっております。

総務課長。竹田委員長

丸協土建から相談があったことについて、建設水道課長、契約担当の私の大野総務課長

ほう、そして担当ということで調査をいたしました。調査については、なぜするかという

と、これまでこういった取り扱いをしてこなかったというのが木古内町のこれまでの姿で

したので 「法律に抵触することはないのかい」ということの調査でした。それで、建設、

業法ではできるようになっています。禁止する項目がないです。北海道がＱ＆Ａを出して

いましたから、北海道のＱ＆Ａでは 「談合等の恐れもあって好ましくないよ」と。これ、

までの町の見解もそういうところからすると好ましくないということで取り扱ってきたの

ですが、実際にそういう相談で受付をするということになると、これは道の見解に合致す

るのかどうかということで調査をしました。Ｑ＆Ａが出ていましたので 「真にやむを得、

ない理由」ということの判断をどうするかということです。これについては、特殊機械と

いうことで機械のカタログ等もきょう資料としてつけさせていただいておりますけれど

も、特殊機械を使う工事であり、それを所有していると 「リース、レンタルができない、
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のか」ということでは、少し厳しい見方をするとこの理由書でいいのかということでいい

のかということだと思うのですが、いま工事をやっている状況の中で、ほかの工事です、

新幹線ですとか、あるいは被災地のほうの工事をやっている中で、なかなかそういう機械

の調達が難しいという中では、理由としていいのではないだろうかということの判断をし

ております。これは、特殊機械ということですので、この機械を使わない工事については

該当はしないという考えかたですので、これから全ての工事がこのように同一業者の下請

けを認めるかというとそういうことではございません。これについては、業界のほうにも

そういった請求は私のほうで出したいというふうに思っておりますので、今回、そういう

取り扱いを、そしてまた来たのは地元業者であるということも含めて、これまでも地元業

者への発注を行ってきたということから、その点も加味しながらこういった取り扱いにな

っております。

平野委員。竹田委員長

法律には違反していないという流れで進んでいるということは、まずはわかり平野委員

ました。また、地元の企業を優先したいという気持ちも非常にありがたい思いだと思いま

す。ただ、ここの説明にもあるとおり、ルールは守っているのですけれども、普通に考え

ると避けるようにという言葉がある以上、本契約が9月14日から通知書、届出書が出され

、 、 、るまでの10日間 相談されたといいますが どうもそうではないとしても周りから見ると

町はこのふさわしくないことを設定するためにどのような理由書をつければ筋が通るのか

というふうな相談をこうしたというように捉えかねられません。そこで、内容をこういう

通りだよと載せているのですけれども、先ほどから聞くのは、管内では保有台数が限られ

ておりと、こういうことを載せた以上は、本当にそこを調査してやはり厳格でなければい

けないと思うのです、町側は。もう少しこれでふさわしいと言われればそれまでですけれ

ども、もう少し我々も町民に説明する際に 「調査したのですけれども、実際に函館に何、

か所しかなくて、そこはどこどこの工事で使われていて本当になかったのだ」という明確

な説明がなければやはり疑われるといいますか、ということになると思いますので、もう

一度その調査の部分がどこまでなされたのか、されてなければされてないでいいですけれ

ど。

総務課長。竹田委員長

詳細の調査については行っておりません。その理由については、これは届大野総務課長

け出制ということで、届け出が出た時点では下請契約がすでに成立しております。そうい

った中では、これについて行政が業法では違反しませんので、その行為について 「だめ、

です」というような判断をくだすことができないという背景があります。

平野委員。竹田委員長

ですから、ルール上は違反はしていないということは良くわかりましたけれど平野委員

も、先ほどから言うようにふさわしくないという言葉がある以上、ふさわしくないことを

「ルール違反していないからいいのだよ」という説明では、とてもとても理解しがたいと

思うのです。そこの部分をもう少し明確にしなければ、行政の説明も我々議員もわからな

いように、わかりますけれどもきちんとした納得した答えにならないように町民には当然

我々も説明ができません。ですから、やはりふさわしくないことをルールを守って進めて

いる。では、どこまでレールを守っているんだ、どこまできちんと明確に調査したのだと
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いうことが間違いなく必要だと思われます。いまは「調査はしておりません」という答弁

をいただきましたので、おそらくそれ以上は進まないと思いますけれども、今後、同様の

ことがあると非常にまずいと思います。この件について、まだほかの議員さん意見あると

思いますけど、質問にはなりませんね。

ほかにございませんか。竹田委員長

又地委員。

総務課長、いま言った下請選定通知書というのを届け出だよ。それは、わかり又地委員

ます。ですが、それに対して何も言えないということはあり得ないでしょう。下請けを使

うのであれば、下請選定通知書を出しなさい。それは、こうこうこういう会社です。強い

ては、こういう条件の下に下請けをさせたいと思います。そうしたら、総務課長のいまの

答弁だと、届け出の義務は元請けさんにある。ですが、届け出ですから何も言えないのだ

ということではないのです。なぜ、発注する役所が下請選定通知書を出しなさいと、これ

の意義というのはそうしたら何なのですか。私は、違うと思いますよ。総務課長の答弁で

は。私は、こういう業者を使いたいと思う。強いては、役所のほうで発注官庁で許可をし

てもらいたいということで出すのでないのですか。もし、その下請けさんが、例えば発注

元で「何かこの業者、何か前にこういう事があったな」とか 「何か問題があったな」と、

言ったら 「ここの業者はだめだよ」と発注元は言いますよ、そうでないですか。ですか、

ら、届け出云々の問題以上に、私はその辺おかしいと。ですから、それを届け出がきたか

ら「だめだ」と言えないでＯＫしたと、これはおかしい。おかしいです。ですから、その

辺どうなのですか。

総務課長。竹田委員長

言葉足らずで申し訳ありません。下請選定通知が出てくる時には、資格要大野総務課長

件が備わった業者でなければならないというのは、これは当然のことです。そういった面

、 、での調査はしなければならないというふうにしなければなりませんし 有資格でなければ

これは資格のあるかたに変えていただくということが適切であります。それで、今回の件

につきましては、手塚産業については、有資格ということは承知しておりますので、そう

いった中では調査をしなかったと。ただ、機械が特殊機械ということでの理由にしており

ますので、この部分について管内的な調査をしたかといいますと、これはしておりません

でしたということで、そのことについては、今後の検討課題になってくるかということに

は思います。

ほかにございませんか。竹田委員長

又地委員。

まだまだいっぱいあるのです。例えば、理由書の中で1番から丸協さんから出又地委員

てきたというのですが、1番から11番までの部分で、私はこれを一つずつ聞いていきたい

と思っているのです。あなたがたは、その理由書が出てきた段階でこれを検討したわけで

すよね 「1番、そうか、2番、そうか 、強いては違反していないということで法的には違。 」

反していないという見解のもとに 「これもいい、これもいい、これもいい」と、いう形、

の中で「下請選定にいいでしょう」ということにしたと思うのです。そうしたら、いろい

ろ機械の工作を出てきていますが、そうしたらこの機械を手塚産業さんはどれどれ持って

いるのですか。あなたがたが言う例えば3番目かな、人員確保だとか、機械の確保云々だ
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。 、 、 、 、とか 私は 新幹線の部分を考えてみると 各現場 何もこんな機械使っていないのです

新幹線では、人間くらいで。こんな機械新幹線で使っているところ何もないですよ、新幹

線の工事では。それからもう1点は、例えばこの設計は、9月の本会議では積算は知内の丸

興産業を積算しました 「一番近いので」ということだったのです 「ああ、そうか、そう。 。

か」とある意味では手塚さんも産廃処理をしていると聞いていたので、コンクリート殻等

、「 」 。を受けて再生材云々ということで なぜなのだろう手塚さんのほうが近いでしょう と

私は、そう思っていたのですが、9月の本会議のときの答弁では一番近い丸興さんの積算

をしました。現状はどうなのですか。現状ははるかに遠い函館でないのですか。丸興さん

には一切行っていない。手塚産業さんにも受けていない。函館でないのですか。何かさっ

ぱりわからないです。今回のこの工事の発注に関しては、さっぱりわからない。いくら良

い答弁を聞いても、募るのは不信ばかりです。この辺はなぜなのか。それは、例えば受け

た丸協さんが企業努力だときっとあなたがたは言うと思うのです。企業努力で遠くても安

いところに営業して受けてもらったのでしょうという答弁より返ってこないと思います。

この辺もまた、何か我々とすれば 「ああなるほどな、どうなのか」といううなずける要、

素がないのです。その辺は担当監督員としてどうですか。

若山課長。竹田委員長

9月の議会でも、私、申し上げたとおり、設計段階では廃棄物の処理若山建設水道課長

場というのは近くて、処理費は管内で単価が決められておりますので、あとは運搬費が安

くなるであろう近いところを選定しつつ、ですので設計段階では知内町の中間処理場のほ

うに設計をしております。契約段階で、請負人さんのほうで、ほかの工事もそうなのです

が、手塚産業に持っていくということも木古内、手塚産業で処理できるのです。それはそ

の契約の時に 「処理場をここです」ということを契約書に添付します。ですから、設計、

段階で、特に他意はなく一番安い方法を取っているということです。今回のは、やはり丸

協さんから出て来ている受け入れ地は、手塚産業ということで、契約書に添付しておりま

す。それで、いま函館というようなことは、私、認識しておりませんでした。

又地委員。竹田委員長

施工計画書、日にちは何かあやふやですけれども、施工計画書の中にきちんと又地委員

書かれているでしょう、どこに出すと。私もちょっと調べて見たのです。丸興さんにも電

話をしてみました 「ああ、そうなのか」と。積算上一番近いし、この辺みんな産廃扱い。

の業者というのは単価を決めているようですけれども、そうすると、一番近いところが運

賃が安いはずです、常識的には。ですから、そう思っていたのです 「うちには一切来て。

いません。何か函館でしょう。手塚さんにも行っていないのではないですか。このボリュ

ームを手塚さんが処理できるわけがないと思いますよ」いうアドバイスもある。そうする

、 、 。と 役場で発注して積算したもの そのものは何かある意味で高い積算をしたのでしょう

市場を調査しないでしたのではないのですか。と今度はそういう疑念も湧いてくるわけで

す。函館と森越では4倍くらいあるのです。10ｋｍくらいですか。函館は片道40ｋｍ以上

あります。ずっと私が側聞したところの場所からいったら、そうしたら運賃にしても4倍

です、普通であれば。そういう問題もあるのです。施工計画書上はどこに投げることにな

っているのですか。

若山課長。竹田委員長
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コンクリート塊、有筋、無筋含めて手塚産業に運ぶことになっており若山建設水道課長

ます。

又地委員。竹田委員長

小池主幹、手塚さんに持って行っていますか。現地確認していますか。監督員又地委員

なのですから、このようなことでグズグズ言いたくないのです。実情はどうなのか。

小池主幹。竹田委員長

実情といいますか、いままでの経験上、出て来たものはそのとおり投げていた小池主幹

ので、確認はしていませんでした。

いま指摘されたこの部分については、早急に現地確認をして実態はどうなの竹田委員長

だということを踏まえて議論しなければ、やはり現地をただ届け出、書類上は手塚産業に

なっていますよと。実態は例えば、違うところに持って行っているとすれば、それは違い

ますということになるわけですから。若山課長。

申し訳ございません。このいまのご質問のコンクリート塊につきまし若山建設水道課長

ては、早急に運搬の確認をしたいと思います。

又地委員。竹田委員長

何か私ばかりで、どなたかほかの人。特殊機械類、カタログも参照ということ又地委員

で後ろのほうに付けてもらっています、大変ありがたい。ですが、1から5番目の機械の中

で手塚産業が自社で保有している、リースはだめです、リースでなく自社で持っている機

械はどれどれですか。それと、5番の運搬処理を持っていることによりと、こうあるので

すが、これも含めて42.39ですか。違うのでないですか。そうなると、パーセント。

小池主幹。竹田委員長

42.39％には処理費は入っておりません。コンクリート殻等の処理費、手塚さ小池主幹

んに持っていくということだったのですが それの処分費というか再生費 それはこの42.、 、

39％には入っておりません。完全に下請けに出す工事の金額です。

又地委員。竹田委員長

そうしたら、解体と運搬、手塚さんでそれを受けて処理して再生材として出す又地委員

その処理は入っているのですか。運搬処理というのは何ですか。これも認めてやったので

すか。

若山課長。竹田委員長

この括弧書きは、手塚産業が産業廃棄物の許可の中で運搬や処理をできるとい若山課長

う許可を持っているということで、ここを選定したということであります。先ほど小池の

ほうから申したとおり、建設業に当たる部分のパーセンテージがこのパーセントでコンク

リートを運んだ後に受け入れ費というのを払うのですけれども、それについては下請けに

ならないということで、この率に入っておりません。

又地委員。竹田委員長

例えば、受け入れ代金というのは入っているのですか。又地委員

若山課長。竹田委員長

入っていません。若山建設水道課長

又地委員。竹田委員長

受け入れは役場の設計は 例えば立米いくらと見るのでしょう 2,000円なら2,又地委員 、 。
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000円と、無筋で。それは入っていないのですか。入れなかったらおかしいでしょう。そ

、 、 。 、うでないですか 解体だけではないでしょう 役場で見ているのは 役場で見ているのは

解体と運搬して、そしてその殻を持って行って受けてもらうと。立米2,000円なら2,000円

で、その費用を見ているでしょう。ですから言うのです、42.39以上にならないのですか

と。

若山課長。竹田委員長

この全体工事費の中で 終処分費、いまおっしゃるように、例えば立若山建設水道課長

米2,000円ですとか、その単価は設計の中には入っています。それで、今回の手塚産業さ

んの割合は、あくまでも建設業の下請けとしては42.39％で、このほかに、多分たまたま

会社名が同じですけれども処理業者としての手塚産業さんに処分費は払うということにな

ろうかと思います。いま、ここに①から⑤まで書かれている機械については手塚産業さん

が保有している機械です。

又地委員。竹田委員長

全部ですか。リースはありませんか、手塚さん自体に。又地委員

若山課長。竹田委員長

リースはございません。若山建設水道課長

又地委員。竹田委員長

そうしたら、それは現地に行って調べてあればあれです。又地委員

ほかにございませんか。新井田副委員長。竹田委員長

新井田です。いま、この件について各議員さんから大変な突っ込みがち新井田副委員長

ょっとあったわけですけれども、今後の部分も踏まえた中で、いま一つ提案ということな

、 、 。のですけれども やはりこの入札の仕方というか表示の仕方もあると思うのです 一つは

対策としてということでちょっと意見をしたいのですけれども。3回の定例会の中では資

料をいただいているのですけれども、その中では落とした業者さんの金額しか載っていな

いわけです。それで、いま言ったように同一指名業者さんの問題がこんなちょっと大きな

問題になっているわけですけれども、やはりその次札の金額もやはり明記する必要がある

のではないかと思うのです。そうしないとまたいろいろな今後そういう形はないと思うの

ですけれども、やはりそうなった時に、そういう部分があるとさらに行政さんのほうの確

認もしやすいでしょうし、いろいろなその確認事項の中で精査できるのではないかと思う

のです。ですから、一つの提案という形で、入札金額をきちんと明記すると。落とした業

者さんでなくても、そういう部分の提案をしたいのですけどその辺はどうですか。

総務課長。竹田委員長

いまご提案をいただいている件につきましては、入札制度で事後公表とい大野総務課長

う制度というふうに認識します。それで現在、木古内町で取り組んでおりますのは、事前

公表ということで取り組んでおりますので、この事後公表につきましては、今後、ご提案

をいただきましたので、検討をさせていただきたいというふうに思います。

ほかにございませんか。東出委員。竹田委員長

なぜこういうことまで発展したかというと、私はやはり9月議会での議決する東出委員

時のことがやはりいまこうやって大変重要な意味を持っていた質問者の意見があった。そ

れが現実問題として、こう起きた。ただ、それを議決した我々にもこれは責任があるので
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。 、 。す あなた達の問題だけではなくて それをいいということで認めた我々にも責任がある

ただ、その中で、 終的にこういう問題が発生して来たわけですけれども、やはり行政

としては、いろいろな今回の件について述べられているけれども、やはり好ましくないこ

とをこの際、実施したわけですよね。その主な理由の中には、いろいろと列記されていま

すけれども、こういう事態であったがために、随分といろいろと我々にも指摘される部分

があるのですけれども、やはり行政もこの辺の部分はきちんとしなければだめですよ、あ

なた達も。それと監督員、どうなっているのですか。あなたは随分と又地委員とやりとり

の中であったけれども、やはりあなたが現場をきちんと見ていれば、あなたのほうからき

ちんと答弁できるはずのものが、ちょろちょろちょろちょろやって、説明するのは課長の

仕事かもしれませんけれども、やはり何かやりとりを聞いていると発注をし、そして元請

けの丸協さんの監督員がついているのだと言っても、やはり私は、この辺は発注元の町が

きちんと行くべきですよ、行って確認をする。そして、一つひとつものの流れがどうなっ

ているか。それでなくてもきょうの30日に委員会があるということで、あなた達も十分勉

強して我々に臨んできているものと思うのですけれども、どうもその辺が危惧する所があ

るのです。ですから、やはりこれから現地に行っていろいろと確認させてもらうのですけ

れども、もう委員さんもみんな大概言ったのです。では、あと、これをどうするのか。そ

うでしょう。このまま延々と議論していきますか、そうはならないでしょう。ですから、

この辺の落ちどころというのをあなた達だって考えていかなければならないし、我々もそ

れによっては考えて受けざるを得ないわけですから。その辺の部分について、これから委

員長が話の中で、どういうふうにするか進めていってもらいたいなと思います。

ほかにまだいろいろあろうかと思いますが、先ほど若山課長から言われたよ竹田委員長

うに、現地の手塚産業さんに搬入されているかどうかという部分の確認、きょうの現地調

査が終わる頃までに確認取れますよね。その後にまたこの部分について、一時、その後ま

た再開をしたいなというふうに思います。先ほど、総務課長の答弁の中で、業界へのこの

種のものについて指示をしたいという発言がありましたし、議会で付けました事務局作成

の資料の中でも 「倉敷市の下請契約について」というそういう一つのひな型等もありま、

すので、こういう部分の業界または全国的にはこの資料からしますと、もう原則好ましく

ないという部分はやるべきではないということで強硬して禁止している市町村もあるわけ

ですから、そういう部分も踏まえて、今後やはり木古内町とすれば指名委員会を含めて十

分な検討協議していただければと思います。この件については、午後現地の確認の報告を

終えてから再度また再開したいと思います。

又地委員。

私は先ほども言いましたけれども、理由書の1項目、1項目をあなた達と確認を又地委員

しながら確認したいと思っています。これは、私は必要だと思っています。例えば 「地、

元企業の雇用を考えていた」とかありますが、それはみんなわかっていることですけれど

も、ですが何か 「ああそうかそうか」と認めてやったというのは、何か私、フッと落ち、

ない部分があります。こと、丸協さんだから私が感じるのかもしれませんが、手塚さんだ

けではないのです。雇用の部分を考えれば、この辺は随分ひいき目があるなと、言いかた

が悪いかもしれませんが。だから時間も時間なので、午後から1項目ずつお互いに常任委

員会と、あなたがたと確認をして見たいと、委員長、私は思うのですが。
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それでは、防災計画と思いましたけれども、午後からにしたいと思います。竹田委員長

昼食のために、暫時、休憩したいと思います。

休憩11：49

再開13：09

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

午前中に引き続いた、又地委員さんから出されていました項目ごとに確認をしたいとい

う部分でありますけれども、これはどのように1から順次説明をしてもらいますか。説明

は、若山課長ですか。小池主幹、どちらですか。

若山課長。

今回の下請けにつきましては、9ページに書かれていることが、下請若山建設水道課長

けの選定理由です。

それで、これが全体的なことを書かれておりまして、個々の工種ごとの内訳といいます

か、工種ごとの理由が10ページと11ページに記載してございます。

それで、10ページのほうの説明でよろしかったでしょうか。

まず、共通仮設工事でございますが、これは現場における囲いですとか、足場等の設置

であります。1番の直接仮設工事も同じくそういう囲いですとか、足場等の工事でありま

す。2番の土工事につきましては、埋め戻し用の土工作業になっております。3番目の躯体

取り壊し工事、これはこの工事の主たる工種かと思いますが、ここのところで特殊機械が

必要だということで下請けが出ております。4番の外部取り壊し工事も同様であります。5

番の内部取り壊し工事ですが、ここは先ほど申したとおり、一部含有物があり、その資格

者を有している会社に下請けに選定したということです。6番、建具撤去工事、これは主

に内部取り壊し工事と同時進行ということで、同じように同じ業者が施工したほうが効率

が上がるということで選定しております。

次のページ、7番の附属従属物撤去工事、これにつきましても先ほどの5番と同じく一部

のアスベストの処理がありますので、専門の資格を持っている会社として選定しておりま

す。8番の電気設備工事、これは主に5番の内部取り壊し工事と同時に施工するのが効率が

いいものですから同じ業者で選定されております。機械設備撤去工事につきましては、9

ページの1番、総体理由書1のほうにも書かれているとおり、特殊な機械を使うものですか

ら、その専門業者に選定しております。その他としまして、この人員の確保がなかなか困

難な中で、特に地元企業を優先して考えたという選定でございます。 後の11番、発生材

積込につきましては、手塚産業が運搬や処理の資格を持っていることから、積み込みまで

も手塚産業に選定したという理由になっております。

一連の下請選定の理由について説明を受けました。皆さんのほうから何か質竹田委員長

問等あればお受けしたいと思います。

東出委員。

ちょっと簡単なことなのですけれども、10ページの土工事、ここには総体的理東出委員

由書3含むと。そして、黒塗りした土工事においては積算時において購入土は上記下請業

者の材料で積算しており、また埋め戻し機械も保有している。そして云々で、 後に必ず
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地元企業の雇用を考えているという書きかたで、地元雇用を声高らかにはうたっているの

ですけれども、それはそれとしながら、まず一つ目にその埋め戻しはこれでだいたいどれ

くらいの立米数の材料が必要なのか。そして、それはある意味では、この下請業者からの

材料というと、再生砂利になるのではないのかなと思うのですけれども、その辺の部分で

はっきりわかっていると思うので、それをお知らせ願いたいと思います。それから、 初

から 後まで先ほどからうたっているのですけれども、地元雇用、地元雇用、地元雇用と

いうのですけれども、ではこの業者で何人の人がそこで地元の人が働いているのか、これ

らについても把握していると思いますので、ご説明願いたいと思います。

小池主幹。竹田委員長

埋め戻しの搬入土については、設計のほうで購入土ということで、数量が1,76小池主幹

9 を見ています。いま、取り壊ししたあとから、だいたい30㎝下までを埋め戻しするとâ

いうことで見ております。材質については、手塚産業の土取り場から出た「盤くず」みた

いなのを想定しております。購入土については 「手塚産業から買いなさい」というふう、

なことはしておりません。それと、地元の雇用についてということで、いま、実際働いて

いるのはオペレーターの方々です。それは、手塚産業で使っている人がたが働いておりま

す。以上です。

東出委員。竹田委員長

ですから 「地元企業での雇用を考えて選定した」と言っているのだから、そ東出委員 、

れは重機は手塚産業のオペレーターでなければ機械操作をできないから、そのオペレータ

ーはオペレーターでわかるのですけれども、全体の作業を見ると手作業というのですか、

そういうようなものもやらなければならないでしょう。全部が全部、機械ではないでしょ

。 、 、う そんなのを含めて ですからどれくらいのものを地元経済に経済波及をしているのか

そういうような部分ではっきり教えて。それと、土工事においては1,769 の盤くずで、â

手塚の山から出すのでしょう。ですが、それだけではないのでしょう。これは、いま公園

にするわけですから、その下準備も必要なのでしょう。ですからその辺、1,769 で単価â

はいくらなのか、そんなのも全然まだわからないわけですか。それで、30㎝を埋め戻しを

してそのままの盤くずであれでしょう、公園にするためにはそれだけでいいのですか、ど

うなのその辺。そこまできちんとわかっているのであれば、それに見合った、そのまちな

か公園にするまでの部分をやってしまうのでしょう、その解体と一緒に仕上げで。そうで

はないのですか。ですから、その辺もきちんと教えて。どのくらいの予算を持っているの

か。

小池主幹。竹田委員長

購入土については立米1,300円を見ております。それに、単価としては、敷き小池主幹

ならし、ブルドーザーで敷きならすものですから、ブルドーザーの手間ですね、それをい

くらか見て単価としております。それと、地元雇用ということで、どのくらい貢献してい

るかと言いますと、オペレーター以外の人員としては、内部のほうの天井とか床をはぐの

は全部手作業、いま解体事業は手作業なものですから、それの人夫作業員の値段としてう

ちのほうで見ておりますのは、全体で1,000万円ぐらいです。

人数は、小池主幹。竹田委員長

人数については、延べ人数で、ちょっと計算してみないと出て来ないのですけ小池主幹
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れども、ちょっとお待ちください。

東出委員。竹田委員長

計算するなら、ついでに1,769 の立米1,300円でしょう。敷ならしだ、その他東出委員 â

全部もろもろ含めてこの埋め戻しに関してはどれぐらいの予算を見ているの、総体。

若山課長。竹田委員長

いま調べている 中ですけれども、公園のほうを 終的に予定してい若山建設水道課長

ます。それで、今回の仕上がりについてはあくまでも解体工事ですので、残地整理という

形で、その仕上げについては現地に届く土の中で私ども設計して通常の一番安価な安い土

を設計で見ておりまして、このあと公園の整備のほうについては、公園整備の工事の中で

下地砂利を入れるとか、新たな芝が生えやすい土を入れるとか、それは公園工事の中で考

えていきます。

小池主幹。竹田委員長

いまのその内部のほうの解体の作業員人数は、うちのほうで見ているのは、だ小池主幹

いたい800人ぐらいです。延べ人数です。

若山課長。竹田委員長

1週間ほど前なのですが、私が現地で確認することがございまして、若山建設水道課長

その際には10人ほどで作業を行っておりました。

ほかにございませんか。地元の人の反映なので800人、地元なのでしょう。竹田委員長

述べ800人というのは。

若山課長。

今回の下請けの選定の中には、ここにも書いているとおり、手塚産業若山建設水道課長

のほかに函館の大丸安藤組さんも入っていますので、こちらのほうからも応援いただいて

いるということで、先ほど申した人工が全て手塚産業全体ではなくて、安藤組も含まれて
に ん く

いるということです。

東出委員、了解しましたか。竹田委員長

小池主幹、現地確認した報告をまずしてください。

先ほど指摘ありましたコンクリートの殻について、現地を確認しました。その小池主幹

結果、全量コンクリート殻については、手塚産業の処理場に運んでおります。これは断言

できます。

又地委員。竹田委員長

全量というのは、いまの段階での全量ですね。いまの段階で、まだ全部壊して又地委員

いないのですから。ですから、それは後日、例えば、マニフェストを見ればわかることで

すから。それはそれでいいです。ただ、こうやって1から11番まで見ると全項目に「地元

企業の雇用 、全項目です。地元企業の雇用とは書いていないけれども、何らかでは地元」

企業の雇用です。それで総務課長、こういうふうに例えばこれからも下請選定通知書が出

てきた段階で「地元企業の雇用」という部分を注視した理由書をつけてくるといいのです

ね。正直、これからいったらそうです。その辺の見解を本当は聞いておきたい。そして、

このことは町長までいっているのですか。町長までいっていますか。その辺をちょっと確

認しておきたい。

総務課長。竹田委員長
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ただいまのご質問ですけれども、決裁のほうは町長のほうまで決裁をして大野総務課長

おりますし、説明もしております。いまのお尋ねの 初の部分への回答にもなるのですけ

れども、町長へは法的に建設業法の取り扱いとしては、午前中にも申し上げましたとおり

規制をするようなものはありません。ただ、北海道がＱ＆Ａを出していて 「真に止むを、

得ない事情」ということで、その 「真に止むを得ない場合」の理由が特殊機械と、こう、

いうような説明をしております。副次的にというか、合わせて地元雇用への配慮というこ

とがあります。ですので、第1の理由につきましては 「真に止むを得ない場合」というこ、

とを捉えて説明をし、そして「現在、町が進めている地元への波及にも合致します」とい

うことは、説明いたしております。

東出委員。竹田委員長

この件について、そのあとの過日の新聞等に、皆さん目を通したと思うのです東出委員

けれども、高規格道路において指名を受けたＴ産業が七飯ですか、どこかの新渡島とかと

いう会社の下請けで入っていて、指名停止を1か月間受けたということも一つ我々にして

は「いやいやと、いやなことが新聞に載った」と思ったのですけれども、こういうふうに

その開建で指名停止を例えば1か月受けた。そうすると、その下になるとおそらく土木現

業所の仕事なのかなと。そして土現、そしてその次に町の段々下がってくればこうなると

思うのですけれども、この関係については、今回のこれとは直接結びつけたくはないので

すけれども、今後の扱いについては道のほうからなり、いろいろな指導等があると思うの

ですけれども、その辺について説明をいただきたいとそのように思います。言っている意

味はわかると思うので、その辺ちょっとご説明いただきたいと思います。

若山課長。竹田委員長

いまの東出委員のご質問ですが、10月16日の新聞かと思います。開発若山建設水道課長

局で函館・江差自動車道木古内町釜谷改良工事において、仮設資材のリース会社の作業員

が敷鉄板をトラックに積み込む作業をしていたところ、一時下請業者の作業員が手伝おう

としてクレーンで敷鉄板をつり上げた際、つり金具が外れて敷鉄板が前方へすべり落ち、

リース会社作業員が右足をはさまれ被災した。また、事実が判明するまでの約8か月間に

渡り事故があったことを発注者に報告しなかったということで、指名停止の措置を10月19

日から11月14日まで発したということです。それで、私どものほうで開発建設部のほうに

再度詳細を確認したところ、その昨年の12月頃の事故だったそうです。それで、その時点

から、大怪我というかそういう大事故でなかったので、しかるべき処置をしていればこう

いう処分にはならなかったのですが、開発局とすれば元請けの新渡島、一時下請けの手塚

産業、それで元請けとしての発注者への連絡がなかったということで、事故そのものより

そういう報告がない分、通常より重い処分をくだしたというので指名停止1か月というこ

とです。それと、あわせて函館建設管理部のほうにも確認をとったところです。それで、

今回の案件については、例えば、もっと開発局が重たい何か月の指名停止の案件であれば

北海道も検討するのですけれども、今回のケースは北海道としては、特に処分する案件で

はないという見解をいただいておりまます。町としても、この指名停止等の措置について

は北海道の基準を参考にしていることから、道に倣っているという現状です。

よろしいですか。ほかにございませんか。竹田委員長

ないようですので、この件については、午前中も言いましたけれども今後の指名委員会
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のあり方、やはり入札方法含めて、総体的にやはり事後に向けて検討していただきたいと

いう部分を要望しておきます。

又地委員。

いろいろ1から11番まで伺った。ただ、行政が「真に止むを得ない」という部又地委員

分で吸収したのは、どの部分ですか。

総務課長。竹田委員長

特殊機械ということです。大野総務課長

又地委員。竹田委員長

そうしたら、11項目に渡って、地元企業での雇用というのは、これは私達は無又地委員

視していいのですか。あなた達が発注側として、本当に仕方がないと思われたのは、主要

機械のみであるというふうに捉えたということであれば、はたして受注した丸協さんがど

こまでこの機械の調達に奔走したのかという部分はあなたがたはわかっておりますか。元

請けとして取った丸協さんが 「こういう機械が必要なのだ」ということで、施工計画が9、

月の14日から24日の間に出て来た時点で10日間くらいですよ。この間に落札した丸協さん

がどんなアクションを起こして、この機械の確保に努めたかということをあなたがたは知

っているのですね。これだけ丸協さんが、一生懸命確保しようとしたけれども 「なかっ、

た」と倣っている。ですから 「真にやむを得ず」地元の同一指名業者である手塚さんと、

いうものに「はんこ」を押したのだと。これが 「真にどうしようもない事実なのです」、

という何ものもないでしょう。これは、あなたがた丸協さんに、こういう例えば理由書が

出て来た時点で確認したのですか。担当部局、どうなのですかその辺。あなたのほうにあ

とから上がっていったのですか。

若山課長。竹田委員長

この特殊な機械が、まず丸協さんからの報告では、まず「木古内町で若山建設水道課長

は調達ができない」ということからまず始まりました 「それで管内においてもそれぞれ。

の現場に出向いているのがあって、一連で作業をできる機械を持っているのが手塚産業な

ので」ということで、こちらはそれを受けたといいますかそういうところです。

又地委員。竹田委員長

ですから、それは丸協さんのほうから 「実は」ということで受けただけでし又地委員 、

ょう。あなたがたが「そうなの」と、それで終わっているでしょう。私、調べました。函

館でこういう機械を持っているのがどこがあるか。猖々谷さんもあります、岡田さんもあ

ります、たくさんあります。こういう機械を持っているところ。ですから 「おかしい」、

と私は思うのです。まして 「真に本当に、どうしようもなく仕方がなかったのだ」とい、

う理由付けにはならないでしょう、こういうことは。そう思いませんか。

ですから、私は、今回の部分では一つの判例をあなたがたは許してしまったとそう思っ

ています。まして、例えば町長に、このあと私は町長に同席を求めたいと思いますけれど

、 。 、 。 。も 町長も例えば道の指針というのがある だめなのです 本当は 本当はだめなのです

それはあなたがたが都合のいいように解釈したのでないですか。私はそう言わざるを得な

。 、 、 。 、「 」い ですから こう見れば もう8割がたいっているのかな そんな中で 工事を止めれ

。 、 、 。とか言うわけにもいかないでしょう ただ 問題は今後 行政がどんな形で取り組むのか

それは、やはり町長にここに来てもらって、町長の今回の件に関しての町長の考え方と、
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、 、 。これからどんな形でどうするのかということを 委員長 確認する必要があると思います

その辺よろしくお願いします。

、 、竹田委員長 いま 又地委員さんのほうからこのあと 終的にいろいろな議論を踏まえて

終的に今後の行政がどのように対策を含めて取り組むのかという部分については、きょ

うは 後の時間帯の中で町長から確認を得たいと。ただ、町長いるのですか。

又地委員。

、 「 」又地委員 あなたがたは発注しておいて 発注してしまってから 真にやむを得ない場合

、 、 、 。だと だから認めたのだと なぜ発注時期を変えようとしないのですか 市場を調査して

そういうことを考えたら、これは発注した行政にも手落ちがあります。市場調査もしない

で発注をして、発注してしまってから「真にやむを得ないから、仕方がないからやれやれ

と」そんな話にはならないでしょう。誠に情けない話です。本当に情けないです。

先ほど言いました、町長からの 終的に行政の今後の対策を含めた考えを、竹田委員長

きょうの事務調査のその他ではないので留保のうえ、現地確認が終わってから、町長のほ

うから、再度来ていただいて質疑をするということでよろしいですか。

総務課長、その辺町長に伝えてください。この件については、そういうことからすれば

保留という形の中で留保したいと思います。

③防災計画について

次の議題に入りたいと思います。防災計画についてを議題といたします。竹田委員長

それでは、防災計画の修正案の資料が出ておりますので、資料の説明を求めます。

尾坂主幹。

それでは、防災計画ということですが、きょうは防災計画についての事務調査尾坂主幹

になっておりますけれども、防災計画については、津波避難計画を作成してからという形

で考えておりましたので、今回は津波避難計画の修正部分に関して説明したいと思ってお

ります。

竹田委員長の了解を得ていますので、これを説明したいと思います。

それでは、津波避難計画の別冊になっておりますけれども、赤い部分が今回修正という

か追加、手直しした部分になっております。

1ページ、まず第1章、総則ですけれども、3の用語の意味に括弧6、避難ビルを加えまし

た。これに関しては、民間で3階以上のビルは当町に無いのですが、公共施設で国保病院

といさりび団地があります。ただ、この二つの建物に関しては、避難場所として考えてい

る訳ではなく、避難弱者のかたが老健まで歩いて行って、そこでエレベーターで3階以上

に上がれますので、一時的な避難場所として有効ではないかということで、ここに追加し

たということです。津波の 終の避難先というのは、あくまでも高台にある公民館、スポ

ーツセンター、旧木古内高校を考えております。

次に、下の第2章、避難計画です。これに関しては、津波の到達時間を昨年説明したと

きには「65分」と説明しております。それで、この部分を今回北海道が見直しした想定に

よって「70分」に変更しております。想定する地震を昨年の三陸沖地震としていたのです

が、今回 「十勝沖」と「500年間隔 、この二つの地震を加えて、マグニチュード8.4以上、 」

としております。
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想定する津波の高さも、木古内町全域で昨年は2.5としていました。今回は、7月の常任

委員会でも、報告という形で説明しましたが、泉沢で3.8ｍ、前浜で6.2ｍと変更しており

ます。

次に、2の津波避難計画ですが、括弧1の津波浸水予想地域。これは、前回の計画には記

載していませんでした。道の見直しの結果、沿岸部のほとんどの地域が浸水する予測図に

なったためこれを新たに追加したところです。

現在、津波ハザードマップを作成中なのですが、このハザードマップの中の浸水予測に

ついては、北海道が示した予測図での作成を考えております。このハザードマップなので

すが、いま現在は素案の素案段階で、荒いものなので、これがまとまってきた段階では、

また皆さんにお示ししたいとは考えております。

次に、括弧2の避難場所、避難目標地点です。と括弧3、アの避難路についてですが、用

語の意味に記載していたのですが、計画に記載していなかったものですから、今回記載し

たということです。

括弧4、次のページ、2ページになります。

東出委員。竹田委員長

括弧1のア 「復員」ってこの字でないのではという気がするのですがどうです東出委員 、

か 「復員が広いこと等」とあるのですが 「幅員」と書かないとないのではないですか。。 、
はばいん

訂正しますか。

尾坂主幹。竹田委員長

わかりました。尾坂主幹

尾坂主幹。竹田委員長

それでは、2ページ、括弧4の避難方法ですが、これは徒歩を基本とするという尾坂主幹

ことにしておりますが、津波の到達時間も木古内は1時間以上ありますので、自動車での

避難も制限しないということを追加で記載しました。

次に、括弧5の避難対象地域、昨年は別紙1ということで計画の後ろのほうに1枚付けて

いたのですが、今回は計画の本文のほうに一緒に記載をして、すぐ見えるようにという形

で修正しております。それで、この避難対象地域の中にですが、今回、新たに対象地区、

、 、 。 、 。 、佐女川 新栄町 鶴岡 鶴岡ですけれども これは大谷地の方面です 川の近くというか

そちらのほうが浸水予測で浸水するとなっておりますので、こちらのほうを追加しており

ます。

次に、第3章、3ページになります。この、初動体制ですが、昨年はこの真ん中にある赤

い部分を職員初動マニュアルとしていたのですが、今回は上の計画 「木古内町防災計画、

に定める」ということで修正させていただいております。下の表ですが、配備について、

第1から第3配備まで、配備基準、担当対策班をそれぞれひと目で見えるように追加してお

ります。それで、配備基準で行くと震度4は誰々が出てくると。震度5弱、強で行けば全課

の主査以上、震度6以上大津波であれば全職員ということで配備体制を引くということに

しております。

次に、2の職員の連絡・参集体制ですが、これも昨年この系統図を記載していませんで

した。今回、系統図として、勤務時間内の伝達系等、次の4ページに時間外の伝達系統を

それぞれ追加して今回記載しました。それで、あと修正した部分については、下のほうの
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括弧2の海面監視ですが、前回は海面の監視ということで木古内漁港だけを記載していま

した。今回、新たに、河川で木古内川、佐女川、亀川で担当を建設水道課ということでこ

の部分を追加しております。

また、修正ではありませんけれども、6ページの上段括弧3の「平常時における津波被害

、 」に対する防災意識の向上を図るため海抜を表示する標識や 避難経路標識を計画的に設置

ということをうたっております。今回、予算もつきましたので海抜表示は各避難所及び公

共施設で7月にも説明しましたがＪＲ駅、釜谷、泉沢、札苅、あと木古内駅には正面のほ

うに表示しております。それで、そのほかに函館開発建設部も今回、国道のほうに全部何

、 、 。 、 、メートル 何メートルという表示を設置 終了しております あと 北海道のほうからは

連絡があったのですけれども、まだ 「協議したい」ということだけで、いつ、どういう、

形でということははっきりしておりません。それで、避難標識なのですが、避難経路の標

識は今回新たに3か所、佐藤委員からも質問があったのですが、大平団地集会施設の国道

入口と中央公民館入口標識の支柱、公民館の矢印書いた支柱があるのですけれども、それ

に添架しております。それで、新道会館入口の道道付近、そこに設置しております。合計

3か所、追加しております。これで、今回の津波の避難計画の修正部分についての説明を

終了させていただきます。

いまの説明からしますと防災計画自体がまだ未整備だということ。それと、竹田委員長

皆さんにお渡ししている事務調査の視点の中にも記載をしましたけれど、防災訓練のあり

かた等についても、やはり昨年の震災後のやはりいままでと違った防災訓練が必要だろう

という、そういう意見もございます。それと、この防災計画の中にはうたっていなくてい

いのかどうなのか、津軽海峡の大間の活断層の件は、この防災計画の中でどう反映される

のかという部分等がこれからもこれを策定する中で、出てくるものなのかどうなのか、そ

れをまず答えていただいて。

尾坂主幹。

まず、1点目の防災訓練のありかたというか、昨年は私は担当が代わったばか尾坂主幹

りというか1年目で、また、その防災訓練の前任者のものを見ていて勉強していたという

か、去年は防災訓練をどのように 「ただやるか 、とりあえず全町一円全部終了していた、 」

ものですから、それで、去年は1年おいたというか、その期間をおいたのですけれども、

今回の訓練に関しては、釜谷、泉沢を対象に考えております。11月14日に訓練を行う予定

でおります。

この訓練に関しては、以前、又地委員さんからも質問があったのですが、どう避難者を

輸送するのかとかという問題があったので、今回は、釜谷、泉沢の避難者のかたを公民館

のほうまでバスで輸送というか、その避難者を運んでくるという、そういう計画にしてお

ります。ですから、9時半ですか、想定は地震があって9時35分に津波警報、それで地域の

方々には9時40分ぐらいから消防団のかたや、町内会の役員のかたなどの誘導で避難先に

なっている旧釜谷小学校、あと泉沢で行けば二乃岱の高台、そちらのほうに避難してもら

う。それで、避難してもらったあとに、そこにバスは待機しているのですけれども、その

バスで本町地区まで輸送という訓練を考えております。

来年もそのような訓練になるかどうかは、同じような訓練にするかどうかはまだ決めて

おりませんけれども、今回はそのように考えております。
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また、2点目の大間の活断層ですけれども、これは今回、初めてというか、新しく出さ

れた見解、産総研ですか。産業研究所というか、そこで出されたばかりの発見というか、

それをこの津波計画というか防災計画に記載、反映させるというのは、まだ全然そこまで

は考えておりません。ただ、それがこちらにどう影響するのかわかった段階では、記載の

仕方をどうするかというのを考えていく必要があると思います。ただ、去年、北海道、小

樽にあるのですけれども、地質の研究所でこの亀川一帯、北斗市一帯の海面調査、函館西

縁断層、それを調査しております。ですから、その調査も今回発表されたので、そちらの

ほうの断層を防災計画のほうにどう記載するかどうかのほうが、先になるかは考えており

ます。

総務課長。竹田委員長

いま、尾坂主幹が説明しました断層帯なのですが、産業総合研究所が海洋大野総務課長

調査を行って、大間の湾側、陸奥湾側のほうにあるということを公表したのですが、それ

に対する検討ですとか、説明会議というのはまだ開かれていません。我々が注視しなけれ

ばならないのは、函館平野、大野平野の西側なのですけれども、北斗市でいうと富川のあ

たりになります。函館西縁断層帯というのがあります。これが、茂辺地や当別のほうまで

伸びているのではないか、津軽海峡に伸びているのではないかという調査が行われて、茂

辺地まで伸びているようだというような評価は説明を受けました。

それで、木古内にはサラキの沖に断層帯が確かにあるようなのですけれども、これは函

館西縁活断層と一致するものではないだろうという評価になっています。1万年に1回の確

率で断層が動くというのが函館西縁活断層の考えかたのようでして、直下型の地震ですか

ら建物等の倒壊が心配はされます。いまのところは木古内の防災計画には記載しなくても

いいような評価だったのですけれども、ただ、サラキから亀川にかけて伸びている可能性

があるということを今回指摘されています。これは、学術調査を待たなければ市町村単位

で実施できるものではなくて、文科省の指定を受けて調査がされますので、今後、その評

価が出るのを待ちながら、まだ調査対象にもなっていないのですけれども、そういった視

点を持ちながら活断層についての研究、そして検討をしていかなければならないと思って

おります。

そうすれば総務課長、この防災計画の本編については、これは来年3月とい竹田委員長

う位置づけなのですか。ハザードマップと同時ではないのですか。その辺をちょっと尾坂

主幹。

防災計画については、来年3月を目処に考えております。いまの防災計画と他尾坂主幹

の町村の防災計画、あとは道のものを見た時にかなりのボリュームというか、木古内の防

災計画、まるまるただ名前を変えてそちらにしたほうが良いようなそういう変更のボリュ

ームなものですから、ちょっと時間がかかるので、3月には計画が示せるように頑張りた

いと思います。あと、津波ハザードマップに関しては、来年の3月までの委託期間が事業

で、いま、 初Ａ1で委託設計して発注したのですけれども、いろいろ協議した結果Ａ1の

大きい版、1枚であれば活用されないのではないかということで、健康カレンダーを参考

にこういう形のいまハザードマップを考えています。それで、これでいくと本町地区なの

ですけれども、これをめくると木古内地区で、あと泉沢地区と、それでこういうふうにす

ると泉沢のかたであればこの面を壁に貼っておいておける。その後ろのほうには、もう津
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波の防災の基本だとか、そういうものを掲載して活用してもらおうかなという形でいま考

えております。そして、いまこの中身に関して、また、いろいろうちのほうと業者で詰め

てもっと 「用語を別のものにしてくれ」とか、そういうことで打ち合わせをしながら作、

って行きたいと思っております。

ほかに皆さんからございませんか。竹田委員長

平野委員。

説明は良くわかりましたが、防災計画について、昨年の東日本大震災のあとに平野委員

その年の6月の定例会の際には防災計画について、僕を含めて確か3人の同僚議員さんから

「早急に進めなければならない」という話があったと思います。その後、道の見解を待っ

た中で、その道の見解を見てから、我が町の実態調査に合わせて進めるという答弁もあっ

たと思います。

それで、この僕の資料なのですけれども、間違っていたらすみません。昨年の12月に

後の防災計画についての事務調査だと思うのですけれども、その後、まもなく道の見解も

出て、それから約1年近く経ちます。さらに、3月の計画の発表までまる5か月あります。

いま、言われるようにボリュームが多いということもありますが、本当にそんなに時間が

かかるのでしょうか。僕は、確かに今回出されたのは津波の避難計画、これは確かに道の

見解で何メートルというのがなければ、木古内のこれを変えれないということで今回は赤

字で訂正したと思います。それ以外については、この道の見解を待たなくてもどんどんど

。 、 、んどん協議して進めれたことも多かったのではないかと 結局 この見解が出されてから

約1年近くもかからなければ出来ないものなのでしょうか。もう、東日本大震災からも1年

半以上経ちまして、皆さん、町民、国民の思いも若干、本当に真剣に防災のことという意

思からちょっと遠ざかったと思いますけれども、それに乗じて時期ももう少しかかるとい

うのではなく、1日も速く大事に考えて進めればもっと速くできるのではないかという思

いが町民の思いです。そのボリュームについて、本当にいま「ボリュームがありまして」

とひと言で簡単に済ませましたけれども、その部分の思いと町民が思っている部分をどの

ように対処、見解を示して言葉を我々がかければいいのかということも含めてお言葉があ

ればいただきたいと思います。

総務課長。竹田委員長

昨年の3月の大震災を受けて、国あるいは北海道、それぞれ「津波の際の大野総務課長

」 、 。避難計画をまず作りましょう ということで その資料作りに着手をしていただきました

国のほうでは南海地震のほうの評価をしていくということで、そちら南海トラフが動いた

場合ということで公表もしております。北海道のほうの作業としましては、ことしの4月

に津波堆積物の調査を終えてこの6.2ｍ 、3.8ｍという公表をする予定だったのですが、

なお、まだ調査が必要ということで、6月までずれ込んでいました。その関係で、我々そ

の6.2を受けとめて、津波避難計画を作らなければならないということで動いたのがいま

の変更点です。北海道は、去年の8月から 「津波避難計画を、まず作りましょう」という、

ことで、市町村に対してモデル案を示しましたので、そのモデルに基づいてうちも作りま

、 、 、して 昨年の11月1日だったと思いますけれども 町内会長さんにお集まりをいただいて

説明会を終えています。この津波避難計画につきましても、修正版ですが8月30日にこと

し町内会長さんにお集まりをいただいて説明を終了したところです。ですから、これに基



- 28 -

づいて、防災計画に津波避難計画も入れ込んだ内容としていきますので、そこの作業にい

まかかっているというところです。遅くなっていることは大変申し訳ないと思います。何

とか3月までにということで努力をしてまいりたいと思います。また、津波避難計画に関

してのこのハザードマップが関連しますので、地域のかたの避難路、これについても町道

ですとか道道ばかりでなく、普段歩いている家の裏路地なども地域の方々に教えていただ

きながら、避難路としてマップにも載せていきたいなと思っておりますので、これは地域

の町内会長さんにまたお集まりをいただいて情報を提供していただこうと思っておりま

す。以上です。

平野委員。竹田委員長

すみません。わかりました。ちょっと確認を1点だけ。いまのこの資料防災、平野委員

津波の計画は8月30日の日に町内会長さんには説明を受けたと。ということは、それ以前

に出来ているということで、我々のこの資料の配付は2か月間前に出来ていたものを2か月

間見れなかったという状況だったということですか。

尾坂主幹。竹田委員長

この表は、道の７月26日の第2回常任委員会で北海道が想定した津波浸水予測尾坂主幹

図、この結果に基づいて津波避難計画を修正しています。ですから、そういうことではな

いです。あの説明会と同時に、この津波避難計画を修正進めていたので、いまで言う「2

か月放っておいた」というか「見せなかった」ということではないです。ですから、7月2

6日に道が発表した浸水予測図の説明会を各議員さんに報告をしました。津波の高さ、津

波の浸水到達時間を7月26日に説明しました。それを受けながら、その前に道のほうから

説明を受けたのですが、それを受けながらこの計画を修正していったものですから。です

から、26日に報告した時も修正中ということで、ですから先にできていて常任委員会なり

に示さなかったということではないです。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩14：09

再開14：20

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

よろしいでしょうか。

これについてもまだ防災計画本編自体がまだ未完成ですので、これをひとつ継続という

形の中で行きたいと思います。

④行政改革の取り組み状況について

、 。 、竹田委員長 次に 行政改革の取り組み状況について この部分は特に資料等がないので

口頭での説明になろうと思います。総務課長。

本日、資料を付けていない理由なのですが、先ほど午前中に申し上げまし大野総務課長

たように、行政事務能率改善委員会ということで、集中改革プラン、行革プランについて

の検証・見直しも行うこととしております。それで、以前の行政改革プランにつきまして

は、平成21年で終了をしています。ただ、21年までに取り組んできた財政の軽減措置とい
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いますか、支出を押さえる集中改革プランについては現在も続けております。それが財政

収支計画に反映されている数値となっております。ここをもう一度見直しをするというの

は、この間、議会の中でも一般質問等で議論をいただいております、例えば、ゴミ収集料

金、袋代ですとか、水道料金等々、あとは手数料関係、使用料関係こういったものの見直

し。経常経費である旅費ですとか、人件費の中に入る旅費等についての見直しを行ってお

りますので、先ほどの12月までに結論を出すということで、1月にその内容を反映した財

政収支計画というふうになっていきますので、これは財政収支計画とリンクをする行革計

画ということでご理解をいただきたいというふうに思います。

行政改革については、いま総務課長から説明を受けたとおり、財政の見直し竹田委員長

とあわせて、いま事務能率等で議論した部分を財政計画と一緒に同時に出てくるというこ

とですから、この部分についてはこれでよろしいですか。

東出委員。

いま、総務課長並びに委員長が言ったように、行革イコール財政計画、私はイ東出委員

コール人員計画、これを一緒にやはり考えていかなければ、三拍子、人、物、金というふ

うに私は思うのですけれども。特に、人の関係ということは、今年度それから来年度、そ

れから再来年と団塊の世代を迎えて人員がどんどんどんどん優秀な人材が60を境に退職を

していくという、そういう人材が非常に多いわけですけれども、私がいま一番心配するの

は行財政改革も当然必要。しかし、住民のサービスは低下させられない。そして、いまい

る職員の能率、効率も上げていかなければならないし、個々のレベルアップもしていかな

ければならない。大変大事な時期に入っていると私は認識しているのです。その中に、今

回資料として何も出ていないのですけれども、人、物、金で三拍子の部分では一体となっ

たもの、これを考えていかなければならないだろうと私は思うのですけれども。やはり、

その辺人員の配置計画ですよね。いくらグループ制がそれなりの成果を上げていると言い

つつも、そのグループの絶対量が小さくなってしまっているから、やはり一人ひとりのそ

の仕事量が増えるからほかの仕事も覚えなければならない。そのことによって、パソコン

を入れる。いろいろな方法があると思うのですけれども、やはり住民のサービスを低下さ

せられないという部分から行くと、この人員の計画というものも一緒に出せられるものな

のかどうなのか、その辺の部分での見解を持っていれば総務課長、ちょっと参考までに、

私は「いますぐ出せ」とは言いません。3拍子が、3つ揃って大事だと思うのですが、その

辺の見解はどのように持っているのですか。

総務課長。竹田委員長

事務能率改善委員会で、議論をする主要なテーマということで、東出委員大野総務課長

がご指摘のとおり検討することになっております。

それで、行政事務組織機構と定員の管理計画、これについての見直しを行うことにして

おります。平成19年に機構の見直しを行ってグループ制を平成20年7月から実施しており

ます。

このあと、木古内町の振興計画ともリンクしてくる話にもなりますけれども、10年後の

人口がどうなっていくのかということを想定しなければなりません。これは総務省の外郭

機関で人口の問題研究所というところがあるのですが、そちらのほうでは5年ごとの数字

が出ているのです。平成35年の数字を人口何人に置き換えるかによって、その標準モデル
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である自治体の職員数というのが出てくるのです。そういったものを参考にしながら将来

の定員管理計画を作っていかなければ、やはり大きいのは人件費ですので、財政収支計画

に反映するその職員の人件費の数字についても、しっかりとした根拠になるようなもので

いかなければならないと。そこをまず、我々職員の中で35年の人口の目標設定値を考えな

がら、定員管理計画も議論を一緒にあわせてやっていくことになっております。それで、

あわせて先ほどから言っております集中改革プランの見直し、 終的には10年間の財政収

支計画に結びつけて行こうという考えかたで進んでおります。

東出委員。竹田委員長

それはいいのです。ただ、私が心配するのは平成35年のこれから10年後の人口東出委員

。 、 。 、 、 、動態がどうであるかというのはわかります ただ この直近です 平成24年 25年 26年

27年、この何年間の間に、あなたもいないのです。強いて言えば昭和29年、30年、31年生

まれ、この辺の人たちがあなたがたがどっと抜けてしまいます。ここをどうするかという

ことなのです。それは、将来展望の中で第6次振興計画をつくるのはいいです。作らなけ

ればならない、これは当たり前なのです。ただ、その計画を立てるにしても、この直近の

この4、5年間、ここが大きいのです。ここをどう捉えるかと思うのです。私は、その職員

の定数の部分についても、この部分について補ってきていないでしょう。募集していない

のだから。そのあなた達が抜けたあとを背負う人たちが大変だなと思うわけです。直近の

心配をしているのです。十年後はいいです。ただ、あなたたちの抜けた、その辺の人達の

退職が大きいものですから、ここをどう捉えるか。

総務課長。竹田委員長

5人、7人というふうに、かたまりで採用しているというのは、職員間でも大野総務課長

共通の認識になっておりますので、その方々が退職したとして全て採用すると、またかた

まりになってしまって、そのままずっと行ってしまう。これでは、平均的な財政運営、そ

して定員管理ができないということも頭にありますので、目標を見定めてどう増減をして

いくか、それで平均的な採用を、前の年が5人で、次の年がゼロということがないような

計画にしていきたいということで、いまそういうテーマを持って検討を進めておりますの

でご理解をいただきたいと思います。

東出委員。竹田委員長

理解はするけれども、これは国も交付税の関係で、全然当町もこの何年でしょ東出委員

う、1、2年前でしょう、ようやく3人、4人と採るようになったの。その前は1人かそのぐ

らいでしょう。それが、いま大きいのです。その人達に 「あなたがたが抜けた分をカバ、

ーしなさい」と言っても1人で2役も3役もやらなければならないので、そういう心配があ

るので、その辺は十分、ここで議論してもどうにもならないので、もうたどってきてしま

ったのでどうにもならないのですけれども、そこの部分はきちんとあなたたちが道筋をつ

けてあげることが大事だと思うので、その辺、十分念頭に入れてもらいたい。

ほかにございませんか。竹田委員長

ないようですので、以上で、総務については終わりたいと思います。

どうも、ご苦労様でした。

暫時、休憩をいたします。
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休憩14：32

再開15：32

（2）建設水道課

③発注済工事の現地調査について

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

休憩の中で、現地を3か所まわってまいりました。その前に、午後からの解体工事に係

わる同一入札業者への下請問題で、午前中から議論になりまして、その旨は総務課長から

町長はお聞きになっていると思いますので、その見解を一つお願いをしたいと思います。

町長。

それではご説明を申し上げます。本工事につきましては、元請事業者より下請大森町長

選定届が提出され受理しております。しかし、下請業者の中に同じ入札に参加した業者が

含まれておりましたので、町といたしましては近年では例のないことであると同時に誤解

を受けることもありますことから、法令に基づく判断並びに北海道の見解を参考に事務処

理を行ったところでございます。

この結果、法令に違反することや北海道の見解に反する事務処理はございませんでした

が、必ずしも望ましいとはいえないと理解しておりますので、今後、本件と類似した件に

つきましては、ご指摘を受けることのないように努めてまいりたいと考えております。し

たがいまして、本件を前例としないことを明確にし、関係事業者に説明し、理解をいただ

。 、 、 。くこと また 庁舎内の指名委員会に対しても 同様の申し入れを行うことといたします

皆さまには大変ご心配をおかけいたしましたが、今後議会並びに住民の皆さまがたから

誤解を受けることのないよう事務処理を進めてまいりたいと考えております。以上でござ

います。

ただいま、町長から今後の町の指名委員会を含めた見解を話されました。皆竹田委員長

さんのほうから何かこれに対して質疑があれば、お受けしたいと思います。

又地委員。

法令、あるいは北海道の見解、私は、町長も以前は同業者であったと思うので又地委員

す。そして当時は、建設業法上 「同一指名業者の下請けはだめだ」ということになって、

いたと思うのです。そんな中で、今回こんな形になったというのは大変私は残念に思って

いるのです。これは、午前中の事務調査の中で現場から受注業者から現場監督さんのほう

に下請選定通知書があがって来た。それを届け出という形の中で受けたと、それを課長に

も確認したと。そしてまた多分、総務課長のところに行ったと思うのです。そんな中で、

下請選定通知の届け出の義務というのは、これは受注した業者が届け出をするという義務

があるわけですよね。それを受けた段階で、はたしてどうなのかというのは当然、調査な

り、精査なりしないとだめなことだと、そんなふうに思っているのですけれども。その辺

の取り扱いが 何かあまり賢いという方法ではなかったのではないかと 町長は いま 法、 。 、 「

令なり北海道の見解」と言っていますけれども、資料の中にも「同一入札参加者と下請契

。」 。 、約することはできるか ということのＱ＆Ａの資料が私たちの手元にもあります ただ

これからいくと、本来はだめなのですよ、これは。だめだということは、例えば同一指名

。 、 、業者に下請けをさせる これは同一指名業者ですから 落札できなかった業者というのは
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落札した業者よりも金額が高いはずです、入れた札というのは。そして、落札した業者は

落ちた業者よりも金額的に安いから、今回の場合はですよ、安いから落札できたと思って

いるのです。それで、落札できなかった業者、あるいは落札した業者であっても、この金

額であれば各々の入札に参加した業者はやれますということでの指名参加だと思うので

す、私は。ですが、高くて受注できなかったかたが、なぜもっと安くなる工事を下請けま

でやってやらなければだめなのか。これは考えられないことです 「私は、この金額でな。

いとできません」と入札に参加していながら、安い金額で今度は下請けをやる。通常考え

られないです。それで、その背景には何があるかというと、これは禁じているのは、裏ジ

ョイントだとか俗にいう業界でいう裏ジョイントだとかという言葉が出てくるのです。こ

れは、まさしく談合そのものですよ。そういうことを禁止するために、同一指名業者の下

請けはまかりならないというのが本来の法の主旨、建設業法上まずいということだと私は

理解しているのです。そんな中で 「真にやむを得ない場合」というのを注視したと。あ、

るいはその機械、資料の中にもいただきました。その資料の中にもこういう機械を使いま

す。それで地元では、同じ指名業者入札に参加した手塚産業でなければ持っていないと。

だから「真にやむを得ない」というところで認めたということのようですね。これは「真

にやむを得ない」ということに該当するのか、私はそう思います。例えば新幹線、理由書

の中に、落札した丸協土建さんのほうから理由書の中にいろいろ書いてある。ですが、新

幹線云々ということにも触れてありますけれども、その理由の中に。新幹線に関しては、

これらの機械はどこの新幹線の現場も使っていないですよ。解体に、要するここに載って

いるいろいろな機種使っていません。ただ、多分足りないのは、新幹線の現場に、いま追

い込みです、各現場が。北斗市も木古内もそうですけれども。人間的な、人力の部分では

足りないのかもしれません。ですが、この機械関係に関しては函館にたくさんあります。

それで、午前中の答弁、事務調査の中ではいろいろと答弁を聞きましたけれども、この部

、 。 、 「 」分を注視したのですね 機械の部分で それが 本当に認めてやった 真にやむを得ない

に当てはまるのかどうか。私たちの手元に22ページ 「真にやむを得ない場合」に該当す、

るのかどうかというのは、これははなはだ疑問なのです、町長。

ですから、こういうことがあれば困るなと、そう思いながら9月の議会の議決を得る案

件でありましたので、本会議の中でいろいろ意見を述べさせてもらった訳なのです。それ

で、いろいろ意見も言いました。それを、どう取ったのかわかりませんけれども、私は、

。 。まさかこんな形の下請選定になるとはみじんにも思っていなかった 何をやったのですか

まして、町長も元は同じ土建屋さんでしたよね。町長も十分わかっているでしょう。同一

指名業者、入札参加の下請け、これは法律で禁じられているということは十分知っている

はずなのに、なぜこんなことをしたのですか。そこの域から誰からどんな答弁を聞いても

理解できない、本当にできない。現場を見てみますと、もう大方8割がたももういってい

るのですか。そんな中で 「もう終わるから、そうしたらすべて問題この問題は伏せてし、

まおう」というわけにはいきません。これをどうしたらいいのでしょう。そこの域より私

だけではなく、この常任委員会としても抜けきれないのではないのかなと、そんなふうに

。 、 、思っているのです それで 町長も法令あるいは北海道の見解云々と言いましたけれども

ここで一つ町長にも確認したい。それは「真にやむ得ない場合」というのは、この中で今

回のこの工事の中でこの下請選定の中でどの部分が「真にやむを得ない場合」と町長は感
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じてＯＫを出したのかどうか、その辺を伺っておきたいと思います。

町長。竹田委員長

又地委員のご指摘は、私も従前同業の立場でおりましたので、よくわかるお話大森町長

。 、 、でございます さまざまな観点からいきましても 誤解を招きやすいことになりますので

これは極力避けるべきという判断は一緒でございます。ただ、今回につきまして、私が担

当から受けておりますのは、機械のことでございます。それから、もう1点は元請業者さ

んが極めて地元の雇用、あるいは地元に対する協力、こういったものが著しく今回の選定

届の業者さんも、地元ということで、その点を配慮したということを報告を受けておりま

す。

特に、今年度の事業の中では、地元貢献という申し出がございました。木古内町建設業

協会の一番 初にお見えになったのがこちらの事業所でございまして、ここでは「町のほ

うに地元貢献をできる仕事はあるだろうか」ということで、私どもでは 「これから中学、

、 、 、校の利活用をする現在 高校の敷地でございますが そこでのグラウンドの草の整備とか

あるいは排水溝の整備など、こういったことをお願いしたい 」というお話をしましたと。

ころ、業界の会長代行のほうに話をされ、業者さんがこぞってこれに参画をして「一緒に

やりましょう」ということを申し入れがありました。また、鉄道・運輸機構の事業の中で

フェンスを張るという線路敷地内に、一般のかたが入ることができないようにフェンスを

張るという工事が木古内町から終点であります、新函館までの間。この事業に対して当町

と北斗市、七飯町が首長3人で鉄道・運輸機構に訪問し、地元業者を是非指名していただ

きたいというお願いをしました。それで訪問した際には、木古内町には該当する業者は1

社、七飯町には2社、北斗市には3社、したがって木古内町のフェンスの工事については、

1社での入札と、これはなかなか難しいことが、そのようにはならないと。また、この新

幹線の事業は、北海道からの資金も出ていることから、鉄道・運輸機構が地元と考えるの

は北海道全体の業者ということになると。したがって、我々の要望に対してはなかなかこ

こで「できます」ということは言えないと、こういうお話でした。そのあと、鉄道・運輸

機構で3町にそれぞれ訪問し、少しでも地元の利益につながるように配慮した方法を提案

いただきました。それは、鉄道・運輸機構自体の経営ポイントですね。ここに地域貢献と

いうところを点数を増やして、そこに5ポイントを加えると。これは、地元の工事を5件以

上やったとかいくつかの条件があるのですが、それは全てのいま申し上げました6件の事

業所に当てはまることですが、このような形で入札を行いたいと。したがって、地元が有

利になると。逆に言えば、今度よその地域でやった時には、この3自治体の事業所は不利

になるわけですが、少なくとも地元の工事については地元の業者さんが、少しでも有利に

なるように配慮した中での入札を執行したいと。こういうことですので、地元の業者さん

が少しでも参画できやすいようにということだったので、これは「お伝えしたほうがいい

のですか」ということだったので 「伝えていただいて結構です」と。また、鉄道・運輸、

機構からの指名については本来は、インターネットを確認していただくのですけれども、

「この工事についてはそれぞれ鉄道・運輸機構に指名を出ているところには、改めて連絡

をします」と、こういうお話でございました。少し長くなっておりますけれども、そんな

中で私は当該事業所に対して 「こういうお話がありましたので入札の参加をできるとい、

うことから是非営業を続けてください」と、このようにお話をしました。それでこの事業
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所さんからは、そのあとやってまいりまして、地元のみんなでやりたいと。したがって、

自分のところでは協同組合等をいま作ってその中で指名願を出し、参画をしたいというこ

とで、町内の事業所さんが「そろって落札できるように頑張りたい」とこのようなお話を

されておりました。こういったことも含めまして、極めて地元のことを優先的に考えてく

ださる事業所だと。こういったことも今回の下請選定届の中の地元業者になったのではな

いかと推測をし、こういったことも私は十分に今回受理をしたという中には含まれている

のではないかというふうに理解をしたところでございます 「真にやむを得ない場合」と。

いう回答につきましては、機械ということに限定しておりますけれども、そのほかの背景

では、ただいまご説明したような内容も含まれているというふうに理解をしたところでご

ざいます。

又地委員。竹田委員長

午前中の答弁とちょっと違って来たのは、例えば地元貢献だとか社会貢献、こ又地委員

れは町長、業界の人たちはみんなわかっているのです。これは何かというと、地元貢献、

地域貢献、あるいは社会貢献をしたという、例えば新聞報道だとかそういうものに、ある

いは感謝状をもらったと、そのことが新聞等に例えば記事として載るでしょう、そうする

と経審の点数が上がるのです。これは業界の皆さんはみんなわかっています。

、 「 」 、 。ですから 町長がいま言った 真にやむを得ない場合 の部分には これは当たらない

どこの上級官庁、例えば道の振興局、あるいは函館開発建設部あるいは国土交通省の仕

事をやっても、皆さんがどこの業者も受注した業者は、とにかく「地元に何か貢献はでき

ませんか」と、あるいは地域の草刈りもある。いろいろなことで、どんな形で社会に貢献

したらいいかというのは、これはボランティアですから、利益追求だけではないです。そ

、 。 、んな中で 経審を受ける時には点数を上げてもらえます これは町長がいま言ったように

木古内1、北斗2、七飯3（町長は北斗3、七飯2と）もう木古内の業者さんがたはみんな知

っています。それは指名願を出す時に、町なりあるいは振興局なりあるいは開発建設部な

りに指名願を出す時に、昨年よりも隔年制ですから、2年前よりもどうやって経審の点数

を上げてもらって、そしてランクアップを図るかということに皆さんもわかっています。

ですから、同じような事を繰り返しますけれども、これは別に今回の「真にやむを得な

い事情」には該当しない。町長も「機械の部分」とこう言いましたけれども、その1点の

みですね。

この委員会が、そうしたら機械一辺の部分を「真にやむを得ない場合であった」という

ふうに認識するのかどうかというのはあとの話になりますので、その辺はちょっとお粗末

ですね。本当にお粗末ですよ。まして、町長も同業者であった時期には同一指名業者の下

請けは禁止ということは十分認識していたと私は思うのです。にもかかわらず、今回だけ

「真にやむを得ない場合」には当たるか当たらないかというのは、これははっきりしてい

る話です。

それで私たちは、やはりこの常任委員会で事務調査をする中で、今後も例えば中学校の

校舎の解体、あるいは木工センターの解体等の予定もある。あるいは古くなった港団地、

あるいは中野団地等の解体等も出てくるでしょう。今後どうするのか。これは多分こうい

う議論になると、多分町長のほうからは 「やらせないようにする」という話になるのか、

どうかわかりませんけれども、ある意味では「その都度対応する」ということになるのか
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どうかわかりませんけれども、今回このような形でしてしまうと、この次も同じようにな

。 「 。」 。ってしまうだろうと それは業界サイドが そうでしたかと いうふうな形になるのか

あるいは 「前回ＯＫしていてなぜ今回だめなのか」という形になるのか。それは行政サ、

イドの指導によるのだろうと思うのですけれども。ですが、何年か前に私も業界に勤めて

いた時に、談合問題で木古内町のＡクラスが5社、町外業者が1社、談合であげられた。当

時のことを考えても今回と同じようなことです。結局、同一指名業者の中では下請けはさ

せなかったのだけれども、違う形での話し合いがあったと。もう二度と、あの当時は町が

すごく煮立った。そして町外からあの当時はＡクラスが5社でしたから町外の業者が入る

ようになった。これは町にとったら大変なマイナスです。一時はいいです。取った業者は

一時はいいかもしれません、談合をやって。ですが、そのあと上級官庁から指名停止等あ

るいは営業停止までいった。いう中では、町とすればすごいマイナスになります、結果論

。 。 、 、とすれば ですから二度とあってはならないことです そういうことを考える中で 今後

私はそう思っているのですけれども、今後、町長はどのような対応をして行こうとしてい

るのか。ちょっと伺っておきたい。

そのことは、先ほど町長の見解の中で述べていましたよね。誤解のないよう竹田委員長

に、今回の部分は前例としないと。町長。

まず 「真にやむを得ない部分」の中に地域貢献とは入らないということは、大森町長 、

これは私も同じでございます。ただ、先ほど 「そういう貢献しているということも加味、

されたのではないか」という見解を申し上げました。それで、経審のポイントが上がると

、 、 。 、いうことは それぞれの事業所さんも重々知っていることで 我々も知っています ただ

ポイントが上がると言っても、ランクが大幅に変わるかどうかという微妙なところにいる

かたと、そうでないかたがおりますから、地域貢献をお金をもらわないでボランティアで

やって、お金だけ出してランクは変わらないという業者さんもたくさんいらっしゃると。

そういった中では、地域に貢献するということは、極めてありがたい話で感謝をしなけれ

ばならないと思っております。それで、先ほど方向を申し上げましたが、聞き取れない部

分もあったかと思いますのでもう一度申し上げますが 「本件を前例としない」というこ、

とを明確にし、関係事業者に説明し、理解をいただくこと。また、庁舎内の指名委員会に

対しても、同様の申し入れを行うといたします。今後、議会並びに住民の皆さまから誤解

の受けることのないように事務処理を進めてまいりたいと考えております。

東出委員。竹田委員長

きょうは朝から何時間もこの議論できょう１日終わろうとしているのですけれ東出委員

ども、この前段には我々も9月議会で議決した以上、我々にも責任はあります。我々も行

政のみならず、議会としても町民、住民からいろいろと我々も「何をやっているのだ」と

いうおしかりも受けるのも我々です。これは共通の認識の中に私は立っていると思うので

す。

それを、どうこの問題をいまもう工事が始まって、実際、現場を見て来たら、それなり

に適正な、そして安全な作業をしているのをこの目で確認しましたし、今更、工事をどう

のこうのということを私はするつもりはないし、ただ、こうまでこれまで来たことについ

て我々議会も同じ立場にいながら、どうこれを処理したらいいのだろう。また、自分の気

持ちの中でこれをどう処理したらいいのだろうと。ということは住民のことも考え、我々
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の議決したことも考えていけば、そんな事でいろいろと自分の腹の中でも葛藤する部分が

あるのですけれども。ただ、やはり自分の腹の中に常に思っていたのは、なぜ好ましくな

い、法には違反していない、という部分で原課のほうからそのような話で、法には違反し

ていないのですよ。しかし、好ましくないことなのだけれども、先ほど言ったように特殊

な機械という部分で説明を受けて、どこかで我々も落としどころを作らなければならない

だろうと。そんなことで、自分なりにもいろいろと考えて来たのですけれども。やはり基

本にきちんと立ち返るべきだったのだろうなと私は思うのです。ということは、やはり好

ましくないことをしてはいけないだろうという。そういうようなことで、これから委員長

の采配の中で、どういう形でこれを処理していくか、これは委員長の 大の仕事だと私は

思っているのですけれども。私は、一個人的に言えば、やはり町長は先ほど言ったように

同業他社さんに対する説明、それから今後の行政としてのありかた、前例を作らないだと

か、この件に関しては指名委員会の中できちんと説明をするという回答を得たのですけれ

ども。私自身とすれば、本当にこのあとの地元の業者さんの中で、こういう話が二度と起

きないようにさせないようにするのが町発注の場合、動きをさせてはならないし、起こし

てはならないという部分でのやはり周知。それから、いろいろと今回こうやって我々から

の指摘、住民からの指摘を十分に踏まえた中で、今後の事務執行にきちんと当たるために

、 、 。 、は どういう事務的指導 やはりこれは研究材料も必要だと思うのですよ ということは

ここに出ていますけれども倉敷の例だとか、秋田県の例だとか道の例だとかいろいろなの

がこう出ている中で、やはり好ましくないわけですよ。そのことを十分認識して進めてい

ただきたいと思うし、今後これをこの委員会として町長まで出席させて議論していて、こ

、 「 」のまま尾を引きずるわけにはいきませんので ここはきちんとあなたがたに 謝罪をしろ

とは言いません、決して間違ってはいませんので。ですから共通の認識の中で、いま町長

が言ったことが我々反映されれば、私はそれでいいと思うし、それ以上深追いはしないの

ですけれども、もう二度とこんなことにならないような方法を研究していただきたいとい

うふうに思います。

ほかにございませんか。竹田委員長

なければ、暫時、休憩をいたします。

休憩16：09

再開16：30

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

皆さんにお諮りいたします。時間延長についてお諮りしたいと思います。本日の事務調

査について時間延長したいと思いますがご異議ございませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ声あり）「

異議ないものと認め時間延長をすることを決しました。竹田委員長

先ほど、町長から答弁をいただきました。本件を前例としない、そして業者に対しても

厳しく指導すると。それと、今後の指名委員会等のありかたを含めて、この部分について

は、どのようにきょうは口頭で答弁をいただきましたけれども、内部で指名委員会を含め

て内部で検討した結果を、できればペーパーで議会のほうに答えをいただきたいと思って
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おります。町長。

まず、事業所に対して説明をし、理解をしていただくということについてはペ大森町長

ーパーは必要ないということで理解はいたします。そちらのほうも必要ですか。そうする

と全般的にいまご説明申し上げました内容について、ペーパーで再度提出をするというこ

とを理解いたしました。

ほかに皆さんのほうから何かあれば、補足でも何かあれば。竹田委員長

東出委員。

町長に確認するけれど、まず指名委員会に周知をすると、これが一つ。それか東出委員

ら同業者に対しては理解を得るような方法を取る。望ましくないとは言え今回やったと。

前例としない。その言ったことを例えば管理職会議なり、または関係する部署で十分協議

をして、そしてこういうような形になりましたというものを、我々に今回これだけ時間を

費やして私もやらせてもらったので、ペーパーで我々に回答いただければなというふうな

ことで、我々委員会としても委員長が言ったように委員長報告がなかなか難しいので、そ

ちらのほうにお任せするということで、了解していいわけですね、その確認です。

町長。竹田委員長

委員長宛ということでいいですね。大森町長

東出委員。竹田委員長

時期はいつ頃までですか。東出委員

町長。竹田委員長

早急にそんなに時間がかかる問題ではありませんので、早急にやらせていただ大森町長

きます。

そういうことでよろしくお願いいたします。これで本件については終了させ竹田委員長

ていただきます。どうもありがとうございました。

暫時、休憩をいたします。

休憩16：36

再開16：38

3．その他

①まちづくり新幹線課報告事項

・ＪＲ江差線廃止について

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

まちづくり新幹線課の皆さん、大変ご苦労様です。ＪＲ江差線廃止について報告したい

旨ありましたので、いまお手元に資料を配付されました。その説明を求めます。

新井田課長。

どうもお疲れ様でございます。新井田まちづくり新幹線課長

ＪＲ江差線、木古内－江差間につきまして10月26日上ノ国町におきまして、ＪＲ北海道

が9月3日に廃止方針を表明しておりましたＪＲ江差線、木古内－江差間の代替輸送支援策

について、提示がございましたのでご報告をさせていただきます。

お手元のペーパーに沿ってご説明を申し上げたいと思います。江差線、木古内－江差間
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の代替輸送への支援について、ということでございます。江差線、木古内－江差間の鉄道

事業廃止に伴う代替輸送につきましては、今般、ＪＲ江差線、木古内－江差間対策協議会

から、代替輸送に対するＪＲからの支援について説明を求められましたので、その基本的

な考えかた及び支援策の算定に当たっての前提条件について以下のとおりということで説

明を受けております。

1番として代替輸送の考えかたでございますが、線区廃止後の木古内－江差間の代替輸

送は、利用実態に合わせ柔軟な輸送体系を設定できるバス輸送が 適であるというふうな

。 、 。考えかたでございます これの前提条件といたしまして 括弧1から括弧5までございます

括弧1として、線区廃止後の木古内－江差間のバス輸送は、地域間幹線系統の定期運行

路線バスといたしまして、国及び北海道の補助制度を活用するということでございます。

括弧2といたしまして、代替バスの運行区間は、鉄道の運行区間を基本とし利用者の利

便性を考慮し、その一部延伸も検討するということでございます。

括弧3として、代替バスの運行便数は、現在の鉄道一日6往復これに準ずるということで

ございます。

括弧4として、代替バス停留所は、現在の鉄道駅と至近なバス経路上を基本とするとい

うことでございます。

括弧5として、代替バスの運行事業者は、地元の既存路線バス事業者とする考えかたで

ございます。

大きな2番目といたしまして、支援の考えかたでございますが、代替バス運行にあたり

ましては、運行において生ずる地元自治体負担に対する支援、現行利用者に対する定期差

額補償、運行に係わる初期投資の3つの観点から一定の支援をするということでございま

す。

それの前提条件といたしましては、1から3番及びそれぞれのポツがございますが、括弧

1として地元自治体負担に対する支援といたしまして3項目ございます。

一つ目は、代替バスの運行において、国及び道の補助を受けてもなお生ずる地元自治体の

負担に対して、一定額を支援するということでございます。

2番目として、支援額は、代替バスの収支試算により運行開始後15年間の自治体負担を

賄えると想定する金額といたします。

、 。3番目として 支援資金は3年間の3回分割でＪＲから拠出するということでございます

括弧2として利用者に対する差額補償でございますが、二つございます。一つ目は、現

行、定期を利用されているお客様については、鉄道定期運賃とバス定期運賃との差額を一

括補償するということでございます。

2番目として、補償期間は、鉄道廃止後、通勤定期は1年間、通学定期は在学期間とする

ということでございます。

括弧3として、初期役資費用に対する支援として二つございます。

一つ目は、初期投資費用は車両、待合所、停留所標識分とし、使用する車両は、ノンス

テップタイプの小型バスとするということでございます。

二つ目として、初期投資費用には、更新1回分のバス車両老朽取替費用も含むというこ

との内容でございます。

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
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ただいま、まちづくり新幹線課長より江差線廃止に伴う代替輸送への支援の竹田委員長

考えについて説明をいただきました。これについては皆さんのほうから何かございました

ら発言を求めます。

東出委員。

我々も新聞等を興味深く町長のいろいろとコメント等を気にしながら見させて東出委員

もらっていたのですけれども、一つ下の支援の考えかたの括弧1のポチの3つ目、支援資金

は3年間の3回分割でＪＲから拠出、これちょっと意味がわかりません。

それと 「代替バスの運行事業者が地元の基線路線バス事業者とします 、という表現な、 」

のですが、これはそうすると、いまの函バスと承知してよろしいのかどうなのか。

それから、一つ、3町長の話に出ていなかったのですが、湯ノ岱－木古内間は当然いま

のトンネルではあまりにも狭隘なので、新しいトンネルが1.5ｋｍくらいのトンネルだと

私は承知しているのですが、1日6便、バスにしても汽車と同じように運行するわけですけ

れども、朝1便ですとうちの前あたりで6時50分頃ですから、だいたいそのままで行けば、

除雪は終わっているだろうなというふうに理解するのです。

ただ、あの峠はすごい私も何十年もあそこを走っていてわかるのですが、雪の多いとこ

ろなのです。朝はいいのです。夜の 終の汽車が上がるのは、確か木古内8時頃だったと

思うのです。そうすると、除雪体制がきちんとしないと、ややもすると運休便が出てくる

可能性が私はあると思っているのです。ですから、冬期間の除雪、それから春先の雪崩等

が頻繁にある道路なのです。ですから、やはりその辺も今後の課題として木古内町側は特

にそうなのです。いくらトンネルをいま直しても、途中の道路は、結構、雪崩の起きやす

い道路なので、その辺は申し添えていったほうがいいのではないかと私なりに考えて思い

ました。いままで除雪で走って感じている部分なので、その辺ちょっと参考までに。先ほ

どの2点だけちょっとお願いします。

新井田課長。竹田委員長

まず、1点目の支援資金は3年間の3回分割で ＪＲから拠出す新井田まちづくり新幹線課長

るということでございます。これにつきまして、ＪＲ から15年相当額の資金が支払われ

るという条件でございます。それを、3年間で分割して、例えば26年度から支払うとする

と26年、27年、28年、3年間で総体の額を平等に分割で支払いするということでございま

す。

それと、1の括弧5の代替バスの運行業者は 「地元の既存路線バス事業者とします 」と、 。

。 、 。いうところでございます これにつきましては 基本的にＪＲバスというのがございます

「ＪＲバスはここまで来て運行しない」というそういう意味でございますけれども。あく

までも、前提条件として地元の運行しているバス会社、これを想定して支援資金の算定を

すると、こういう意味でございます。結果的にそうすると、では地元でいま定期路線を走

らせているかというと木古内－江差間は走っておりません。上ノ国－江差間では函バスが

走っておりますので、想定されるのはそういうことかなというふうに思っております。

吉田委員。竹田委員長

僕もいま、東出委員が言った支援資金のことが疑問に思ったので、新聞にも道吉田委員

新に載っている部分で 「当初3年間で」とこういう言いかたをしていますよね。いま説明、

でわかったのですが、その上の支援額とありますよね。支援額と支援資金、ここのことで
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言えば支援額は 「代替えバスの収支試算による」と言うのです。この収支試算。この辺、

が赤字補填になるのだと思うのですけれど、この支援額と支援資金というのはどう違うの

ですか、性質上。

新井田課長。竹田委員長

基本的に初期投資等は、全て必要な分を支援するということ新井田まちづくり新幹線課長

でございます。それで、地元が負担する分、要するにバスの制度といたしまして、一定の

国の補助と道の補助がございます。それで、一定のルールに基づいて国と道から支払われ

ますが、例えば補助対象から外れた部分というふうに理解をしていただければいいと思い

ます。それは、地元の負担ということになりますので、その分については15年分をＪＲが

拠出しますと、こういうことであります。

それでは、これは概算でも例えば木古内町とすれば、どのくらいの負担とい竹田委員長

うそういう数字はまだ見えていないのですね。それと、トンネルの先ほど東出委員さんも

言っていた、やはりいまの現状のトンネルを掘削しているようですけれども、まだ、掘削

していないのですか。トンネルの完成の時期というのは、いつ頃を見込んでいるのか。そ

れと、町民に対するこの江差線廃止の部分はマスコミでは出ていますけれども、11月から

予定している町政懇談会等で住民周知をはかるのかどうなのかという、この3点をちょっ

と答えていただければなと思います。

新井田課長。

3点のうち、2点ほど私のほうからお答えしたいと思います。新井田まちづくり新幹線課長

まず、町の負担ということのご質問ですが、ＪＲの試算で15年分、これは地元自治体に

負担がないようにするということで、試算上はそれぞれ個々の自治体の負担はないという

ふうに考えていただいて結構だと思います。

それと、地元住民説明会につきましては、来月1日から順次、町政懇談会を開催する予

定でございます。その場で、本日皆様にご説明した内容を地域の皆様にご説明したいとい

うふうに考えております。

町長。竹田委員長

トンネルの発注並びに開業時期でございますが、発注は年度内を予定している大森町長

というふうに伺っております。工期につきましては、26年度初頭が鉄路の廃止予定という

ことでございますが、それには間に合わないと思います。

トンネルは丁度こちらから行くと、ちょっとヘアピンがかかったところを峠を越えて下

がって行くのですが、そこをトンネルにしてしまうと。この工事が今年度発注されるとい

うことでございまして、工期的には難しいと。あとは技術的にも木古内側が線路が無くな

ってからの工事ということになると、極めて北海道としては道路が取り付けやすいという

ことのようでございます。そのほうがより良いものができる。

東出委員。竹田委員長

、 、東出委員 ちょっと関連しますけれども いまちょっと中断になっているのですけれども

例えば鶴岡の頭首工、あそこも線路と平行して狭くなると思っているのですが、トンネル

は話は別として、それ以外の道路の改良というのは2014年初頭の開業まで間に合うのです

か。

町長。竹田委員長
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主要道道江差－木古内線でございますが、これは江差方面から逐次進んでおり大森町長

ますが、北海道新幹線の新函館までが決定以降は急ピッチで工事が進んでおります。

現在、当町でも吉堀駅周辺の拡幅工事等が行われておりますが、現在どうしても長年の

要望がかなえられていない点は、山側に線路がある。そして道路があって川があるという

箇所がございますので、ここの整備が非常に難しくなっておりました。

しかし、今回ＪＲ北海道のこのような発表から、北海道としますと非常に整備がしやす

くなったと。線路敷地を道路として利用できるということでございますので、これまで窮

屈な路線が非常にやりやすくなったという見解は北海道から伺っております。

したがって、これまでの長年の要望がかなえられると思います。ただ、全線につきまし

ては、あくまでも北海道新幹線の開業を目指して工事が進んでいるわけですが、それが全

て新幹線の開業時に間に合うかどうかということは明言しておりません。

又地委員。竹田委員長

江差線廃止ということで、いままで江差線があることによって町に入ってきた又地委員

税金はどのくらいになっていたのですか。もう、入ってこなくなるわけですよね。ただ、

松前線廃止の時は町に残る線路に関しては、町のほうでもらいましたよね。今回、江差線

の部分はどうなるのか、その辺をちょっと聞きたい。

町長。竹田委員長

支援策については、3自治体共通ということで協議をしております。大森町長

今度、線路ですとか、敷地ですとか、駅舎、これは各自治体ごとに協議をするというこ

とで、今回の説明の中はこの点については触れておりません。これから、自治体ごとに協

議をしていくということになっておりますので、いますぐいくらの税金があるかわかりま

せんが、それも確認したうえで交渉に臨みたいと思っております。

ほかにございませんか。竹田委員長

（ なし」と呼ぶ声あり）「

なければ、この報告については、以上で終えたいと思います。竹田委員長

どうもご苦労様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩16：57

再開16：59

②教育委員会報告事項

・鶴岡小学校グラウンドについて

・給食配送車コンテナ落下について

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

教育委員会の佐藤課長、ご苦労様です。

それでは、資料を含めて報告願います。

佐藤課長。

それでは、お時間を借りまして、教育委員会から2点報告事項があり佐藤生涯学習課長
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ます。

、 、 、まず 1点目はいま皆さまにお配りしました ちょっと不鮮明かもしれませんけれども

鶴岡小学校のグラウンドの図面でございます。黄色い蛍光ペンで縁取りをしているところ

なのですが、鉄建建設株式会社に資材置き場として貸しております。これが、10月1日か

らことしの12月31日までということで借地しております。これは、鉄建さんが永谷さんの

ところの農地を借りていた訳なのですけれども、この農地をもう返さなければならないと

いうことで、農業委員会との協議の中で「代替地が必要だ」ということで、ただ、規模的

には少なくても良いということで 「だいたい1,000㎡ほどあればいい」ということで資材、

置き場を目的に町に「貸して欲しい」という申し出がございました。それで、いま現在鶴

岡小学校のグラウンドは使っておりませんので面積的にも少なくても済むということで、

さらに期間も短いということで支障がないと判断しました。それで、この使用料につきま

してはいただいております。新幹線の使用料は建設水道課のほうから積算していただきま

して3か月で2万650円でございます。

、 、 、 、それで この図面の中にありますけれども 置くものとしましては仮設資材 ビケ足場

単管パイプ、Ｈ鋼、ユニットハウス、トイレ、発電機等でございます。真ん中に3.5ｍの

幅で鋼板を敷きまして、そこを車の通路にしております。条件としまして、終わったとき

は現況に復するということで許可しております。まず、これが1点でございます。

それから、もう1点のほうは、給食センターのことなのですが、給食センターの給食配

送車からコンテナが公道に落下するという事故がございました。これは、今月の25日木曜

日なのですけれども、推定で午前11時25分頃です。中学校向けの給食のコンテナ3台を積

んだ委託している北島製パンの配送車から2つが落下しております。

そのコンテナというのは、その中にいろいろ食缶だとか、食器だとかいろいろ入ってお

ります。温食のものだとか、そういったものが入っております。それがコンテナごと落下

したということです。

1か所は、鉄道の独身寮ありますよね、あそこの前です。函館に向かって左車線のど真

ん中に落ちた。もう1か所は、サンメイトさんの前です。それで、落ちまして幸い付近に

人がいなかったこと、通行車両に影響がなかったことがわかりました。たまたま、付近を

役場の職員だとか教育委員さんが通ったものですから、その3人でまず支障物を横にのけ

ていただきまして、独身寮の前ですけれども。

あとサンメイトさんのほうは会社のほうでやったみたいです。たまたま、給食センター

のほうに総務課長のほうから電話があったということで、私のほうにさらに担当主査から

連絡がありました。総務課の尾坂さんがたまたまそこにいて通ったということで、尾坂さ

んのほうから総務課長のほうに連絡があって、総務課長からうちの担当主査のほうに電話

があって、それから私のほうにあったということで、私たちは学校教育グループのほうで

一緒に駆けつけました。

そうしたら、もう道路脇によけていただいておりまして大変助かりました。それで、事

故の原因につきましては、まだ報告書がきょうまだ届いておりません。いま作っている

中で、会社のほうから報告があります。状況ですけれども、コンテナの中に、コンテナと

いいますかトラックの箱がありますよね、荷台に。その中にコンテナが3台あって、それ

ぞれ横に止めるバーがあるのです。コンテナがあってバーがあって、コンテナがあってバ
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、 、ーがあってというふうになっているのですけれども 目撃者のかたがいたのですけれども

石川屋さんの信号待ちをしていて、そこで発信するときに何か「ドーン」と音がしたとい

うことで、そうしたら、シャッターが開いたらしいです。コンテナが落ちそうになって見
あ

えたと。そして、あわててそのあとを追いかけてくれたのです。そこで、途中、独身寮の

前で1台が落下しまして、そこに教育委員さんの工藤嗣美さんと、役場の尾坂主幹と3人で

行って対応してくれたと。もう一つのほうはサンメイトさんの前で、また、目撃者がいた

のですけれども、店員さんの大森さんというかたがたまたま配達する時に、出たら落下す

るところに出くわしたということで、電話でいろいろ聞いたのですけれども、伺ったらた

、 。またま人もいなかったし車もいなかったということで これも何とか不幸中の幸いでした

通行人だとか、通行車がいて事故が起きたら大変なことになっていたと、いまちょっとぞ

っとしています。子供さん達には、3年生の分だけが何とか全然被害がなくてそのまま食

べてもらったのですけれども、1、2年とそれから特学の部分と教員の分ですね。この部分

がパンと牛乳だけはすぐ出せたのですけれども、温食等は衛生のことを考えましてそれは

食べさせないということで、代わりに急遽、次の日の食材としてストックしてあったもの

を、おかず1品だけ、急遽ちょっと遅れたのですけれども食べていただくことになりまし

た。ちょっと子供さん達には。

又地委員。竹田委員長

食缶はどうするのですか。又地委員

佐藤課長。竹田委員長

食缶は、コンテナ2台はもう変形して使えません。あと、食器は食缶佐藤生涯学習課長

と一緒に落ちたものですから、外から見るとやはりあちこちへこんだりですとか、やはり

使えなくなったものがあります。食器入れとか何かは溶接しているものがばらばらになっ

たりして、そういうものもあります。食缶については、内側のその中が空気層になってい

るのですけれども、外側だけへこんで中は全然へこんでいないので衛生的には大丈夫だと

いうことで、ほぼ使えるのかなと判断しています。少し見て確認している 中です。それ

で、賠償の方法につきましては、いま社長さんともいろいろ話をしなければいけないので

すけれども、なかなか社長さんもお忙しくて、まだきょう本当はお見えになる、ちょっと

食缶だとか破損の程度を確認していただくことになっていましたが、ちょっと時間がとれ

なくて明日に見えるということでした。ただ、コンテナについては 「もうだめだ」と見、

ていますので、細かいものをまだ見ていただいておりません。それで、破損して使えなく

なったものについては現物で弁償していただくというようなお話はしております。それか

ら、あと食材につきましては、金額に相当したものをいま試算しておりまして 「給菓」、

と言いましていろいろお菓子、パン、ケーキだとかで子供さんにそれ相当の弁償をしたい

なと思っております。以上です。

ただいま、報告を受けましたけれども。竹田委員長

又地委員。

、 、 。 、 、又地委員 まず グラウンドの件 例えば借地期間とかあるでしょう これは きちんと

。 、「 」 。 、契約していると思うのです それは 公文書だからコピーしてこれにつける と 私は

何を見たいかというと、跡地、貸した後の土地がどうなっているか、そういうのも契約書

にきちんと書いてあるのですか。貸してしまって返してもらうときに原状復帰と、そのた
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めには契約書をコピーしてつけると。

それと、いまの給食車云々は整理してきちんとはっきりしたらこの分に関しては、例え

ば食器何個、この分に関しては北島さんに弁償してもらうとか、そういう資料がはっきり

したら、もう1回常任委員会に出してもらうと、以上。

それと佐藤課長、現在、コンテナ破損して使えないということですが、現状竹田委員長

はどうなのですか。佐藤課長。

コンテナは予備がありまして、実は鶴岡小学校が閉校になってその佐藤生涯学習課長

分、丁度2つ壊れた分あったのです。それで何とか使っております。あと、次の日の配送

をどうするかということも話をしたのですけれども、折れたバー1本、それは別な方法で

固定しまして何とか運びました。

いま、又地委員からご指摘ありました、後で「学校の用地の使用許可書」というのを教

育委員会名で作業所に出しておりますので、それを後で事務局のほうにコピーを置いてい

きますので。

いまの給食の原因というのか、なぜこうなったというのはこんなに時間がか竹田委員長

かるのですか。22日にやって。

佐藤課長。

月曜日に、本当は昨日までにくださるということだったのですけれど佐藤生涯学習課長

も、何かご都合が悪かったということで、明日ということで伺っております。

「きょうは、こういう会議がある」ということもお伝えしたのですけれども 「都合が、

悪い」ということで 「あす、持って来る」というふうに伺っておりました。、

原因は社長でなくても、運転手が一番わかるでしょう。竹田委員長

佐藤課長。

社長さんが 「 後に書類に目を通してから持って来る」というお話でした。佐藤課長 、

わかりました。竹田委員長

又地委員。

学校給食に支障のないようにやってください。又地委員

以上で、教育委員会の報告については終わりたいと思います。竹田委員長

どうもお疲れ様でした。

ほかにその他含めて何かございませんか。

又地委員。

積み残しの部分があるので、それをいつやるのか、いま決めたほうがいいので又地委員

はないのですか。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩17：13

再開17：15

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

以上で、第4回総務・経済常任委員会を終えたいと思います。

どうもご苦労様でした。
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17：15 終了

説明員：大森町長、大野総務課長、尾坂主幹、幅崎主査

若山建設水道課長、小池主幹、吉田（広）主査、木本（邦）主任

岩本主任、小西技師

新井田まちづくり新幹線課長、阿部主査

佐藤生涯学習課長、給食センター長

傍 聴：相澤梢、小野寺好秋、吉田忠義

報 道：道新 恵本俊文、函新 小杉貴洋

総務・経済常任委員会

委員長 竹 田 努


