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　６月１〜15日の会期で第２回定例会が開かれました。人権擁護委員や教育委員、
監査委員、公平審査委員の選任への同意、台湾事務所開設に伴う職員の旅費に関する条例の改正、これま
で幼稚園や学校の教諭の資格がないと受けられなかった放課後児童支援員の研修を、放課後健全育成事業
に５年以上従事した人も受けられるようにするための条例改正、一般会計補正予算等々、上程された全て
の議案は可決しました。
　また、昨年６月議会一般質問で働き方改革を質問した際に「小中学校教諭の正確な勤務時間管理をする
こと」を教育長に求めていました（ニュースレター№69参照）が、今回の定例会冒頭に「①教職員の出勤
及び退勤時間をパソコンで管理する。②８月13〜15日・創立記念日・県民の日の５日間を完全閉校し留
守電対応とする。③部活動は週２日以上の休養日を設け、朝練の見直しを行う」となったことが市長から
報告されました。

震度６弱を記録した大阪府北部地震で高槻市のブロック塀が倒壊し小学４年の女児が死亡した事故を
受け、笠間市でも学校内にある高さ1.2メートル以上のブロック塀の緊急点検が行われました。その
結果、友部中学校と友部小学校でひび割れや一部破損、岩
間第一小学校プール側の道路に面したブロック塀の老朽化
が激しく、強度を高める「控え壁」などがないことが分か
りました。友部中学校と友部小学校については至急業者に
よる補修作業が行われ、岩間第一小学校のブロック塀は強
度の確認と改修が進められます。

　
　「業務委託契約」における指名競争入札の在り方を質す
　友部地区の「一般廃棄物収集運搬業務」を委託している業者が、２月から業務が出来なくなり代わりに
他の地区の業務委託を受けている業者のうち２社に「可燃ごみ」と「不燃ごみ」の収集運搬業務を３月まで
引きうけて頂き、急場を凌ぐということがありました。その後「不燃ごみ収集運搬業務」については、Ａ
社とＢ社による指名競争入札でＢ社が落札し、１年間（４月〜2019年３月）の業務委託契約を結ぶことに
なりました。「可燃ごみ収集運搬業務」については、同じくＡ社とＢ社による指名競争入札を行いましたが、
不調に終わりました。２社とも入札価格が落札の上限である予定価格を上回ってしまったために、入札が
成立しなかったということです。15日後に改めて同じ２社による指名競争入札が行われ、Ａ社が落札し
９ヶ月間（４月〜12月）の「友部地区可燃ごみ収集運搬業務委託」契約を結ぶことになりました。
　予定価格は「複数者から参考見積をとり、例えば人件費であれば県の労務単価等を用いるなど見積の内
容を参考にしながら算定」（市民生活部長）しています。その算定方法に問題はなかったのか質しましたが、
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今回の場合「業務で必要とする車両の台数が、想定収集量や収集個所数の
増加により、市の積算と事業者の見積に差があったことが原因」というこ
とで、予定価格の算定方法に問題があったわけではなかったようです。そ
して「その原因を勘案して積算の内容を見直したところ、設計額が予算の
範囲を超えてしまった」ので、「予算額の範囲内にするために契約期間を１
年ではなく９カ月」とし、再入札が行われました。今後は「予定価格の算定

方法を変更するのではなく、参考見積りについてその時の収集量や収集個所数が積算に合っているのかど
うか等、算定の精度を高めていきたい」（市民生活部長）ということです。

　「ごみ収集運搬業務委託」契約の落札率はダンピング状態では？
　一般廃棄物収集運搬業務委託契約の入札に当たっては、取り抜け方式（例えば笠間地区の契約を落札し
た業者は、次の友部地区の入札には参加しないという方式）が採
用されています。落札率をみると前回に比べてかなり低くなっ
ています（右表「ごみ収集運搬業務委託契約の落札率」参照）。ま
さにダンピング（過当競争）状態にあるのではないかと指摘した
ところ、「全体的に落札率がこれまでよりも低いという認識はし
ているが、現時点で事業者からの訴えもないので、過当な競争
が行われていたと見るのは非常に難しい」（市民生活部長）とい
う答えでした。

ダンピングとは、正当な理由が無いのにそのものの価値（一般の流通価格）より著しく低い価格で継
続的に販売する行為。お金がたくさんある会社が、お金のあまりない会社の売り上げを奪うために、
もうけ度外視（赤字覚悟）で相手の会社の商品より著しく安い価格で商品を販売したりするので、小
さな会社はあっという間に売り上げを奪われて倒産してしまう。

　こうした状況を改善するために「ごみ収集運搬業務委託の入札に際して、最低制限価格制度を導入して
いる自治体等の調査を進めている」（市民生活部長）と言われましたが、そもそも指名競争入札は、指名す
る段階で不良・不適格業者を排除できるというのが、一般競争入札に比べて優位な点です。にもかかわら
ず最低制限価格制度を導入しなければならないというのは、指名のやり方に問題があると言えます。さら
に「ごみ収集運搬業務については、透明性・公正性・競争性を担保しつつ、安定的かつ継続的な業務の履
行や市内業者の育成を図るために指名競争入札を採用している」（市民生活部長）ということから考えると、
今回のように仕事をとれていない地元業者があるにもかかわらず、一つの事業者が二つの仕事を受託して
いる状況では、指名競争入札にしている意味（市内業者の育成）がありません。執行部の見解を質しまし
たが「これまでは同一地区だけの取り抜け方式をとってきた。ただ一つの事業者が緊急対応での業務を遂
行し、現在業務を実質的に行っているということもある。その事業者が二つの地域で業務を行っており、
これまでの前提が崩れた状況にある。今後廃棄物処理法の委託基準に照らし合せながら、どうあるべきか
検証し判断していきたい」（市民生活部長）という答弁でしたので、改めて指名競争入札を採用する意味を
十分踏まえて検証するよう求めました。

予定価格は落札上限価格で、これより高い入札額は無効となる。最低制限価格は落札の下限に当たる
額で、これを下回ると失格となる。

ごみ収集運搬業務委託契約の落札率

平成25年 平成28年

笠間地区
可燃ごみ

90.2％
63.5％

不燃ごみ 46.2％

友部地区
可燃ごみ

99.9％
74.5％

不燃ごみ 62.7％

岩間地区
可燃ごみ （99.4％）

（100.0％）
95.5％

不燃ごみ 89.0％
※平成25年岩間地区は２地区に分けて２社に委託
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　このように業務委託契約を含めた、指名競争入札の在り方について改めて検討
する必要があること、そのためには第三者の客観的な意見が必要なこと、さらに
指名競争入札のやり方（取り抜け方式などについては、どこにも明文化されてい
ない）について、もっと市民に分かりやすく公開するよう求めました。そして内
部組織である「選考委員会」だけで議論するのではなく、外部の有識者も含めた「入
札制度改善推進委員会」や「入札等監視委員会」をつくって、議論していく必要が
あるのではないかと提起しましたが、「指名選考委員会では、毎回、受注案・発注
案件ごとに、入札の条件や指名業者の選定、または随意契約の適否などについて審議している。業務委託
に関しても、適正な入札が執行されるように議論を重ねている。外部委員会は、全国の市町村の設置状況
を見ても20.9％（2017年３月現在）と低い状況で、公正・中立的な立場から審議の必要な分野については、
指名選考委員会で協議できるので、外部の意見の取り入れについては、案件ごとに必要に応じ弁護士から
助言を受けたい」（総務部長）と「入札制度改善推進委員会」も「入札等監視委員会」も設置を検討する意志
は全くないようです。今後入札制度の改善・改革がどう進むのか、しっかりチエックしていきます。

　消防団員確保に向け「消防団サポート事業」の導入を
　消防団員の皆さんは、本業を持つ傍ら市民の生命と財産を守るため厳しい訓練を行い、災害時には迅速
に対応していただいています。通常火災はもちろんのこと、近年では、ゲリラ豪雨など風水害、さらには
東日本大震災などの大規模災害の発生が今後も危惧されることを考えると、消防団組織の充実は、笠間市
の地域防災力の中核として必要不可欠なことです。消防団の特徴は、地域密着や即時対応、要員の動員力
にありますが、その機能を生かすためには、地域で必要な団員数を確保しなければなりません。しかし、
急速な少子高齢化などが要因で団員の確保に大変苦慮されております。笠間市でも３月の定例会で「46分
団を33分団に統合再編し、団員定数を822人から720人とする」条例改正をしましたが、すでに４月段
階で団員数は665人と条例定数を満たしていないのが現状です。さらに今後１年に約10人ずつ団員が減
少するという見通しも消防長の答弁で明らかにされました。
　一方、消防団員確保に向けて具体的にやっていることを聞くと「①企業や事業所等の理解と協力が必要
であることから、消防団活動に協力してくれる事業所を認定する『消防団協力事業所表示制度』を活用し、
市内の５事業所の協力を得て消防団員の確保に努力している。②入団を促進するため、区長・消防後援会
長と消防団との協力体制を確立し、市報等の広報紙やホームページを活用したＰＲを実施している。③笠
間市消防団の理解を得るため、笠間市ショッピングセンター “ポレポレ”において、春と秋の全国火災予防
運動期間中に、笠間市消防団員募集チラシの配布など取り組んでいる。④今年度は、笠間高校や友部高校
の生徒にも、将来の団員確保に向けての広報活動に取り組んでいく」（消防長）ということでした。

　ＰＲ活動や勧誘だけではなく、現在の消防団員を支援する「消防団サポ
ート事業−①事業所の協力により、団員や団員家族に割引サービスを提
供する。②協力していただいている事業所に、税制や補助金の一定の優
遇措置をする。③消防団を担っている人は、ＰＴＡ・子ども会・行政区
の役員は免除する」の導入を提案したところ、「県内で『消防団サポート事
業』を導入しているのは７自治体ある。この事業に協力していただくため

　市民参加で入札制度の改善・改革を
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に実施要綱（例えば消防団サポート事業を利用する消防団員やその
家族は、身分証の提示をするなどの決まり事）を定めている。また
県外では、消防団サポート事業所として登録した飲食店や販売店な
ど、消防団員が利用した際割引等のサービスを行っている事例もあ
る。笠間市でも５年くらい前に、『消防団サポート事業』について検
討したが、時期尚早ということで実施に至らなかった。改めて団員
確保の手段の一つとして消防団や協力事業者となり得る商工会と前
向きに協議をしていきたい。協力事業者への税制や補助金の優遇に
ついては、現在の社会情勢を考慮すると難しいが、消防団員やサポ
ート事業をしていただける事業所側のイメージアップや社会的貢献
制度について、研究・勉強をしていかなければならない。多忙をき
わめる消防団員に対するＰＴＡ・子ども会・行政区の役員の免除に
ついては、負担軽減を図る上において一つの手段であるので、関係
機関の意見を聞いてみたい」（消防長）と導入に前向きの答弁があり
ました。

和解成立、問われる「辞職勧告決議」の妥当性
　2016年３月議会でセクハラ報道を巡る「村上寿之議員への辞職
勧告決議」が賛成多数で採択されました。この際石松としおは「議
会には裁判権はないので、裁判の結果を待つべき」という理由で、「辞
職勧告決議」には反対の意思表示をしました。この裁判について４
月26日に和解が成立したという報告がありました。和解内容につ
いては「第三者に口外しない」という和解条項があるため、詳しい
報告はありませんでしたが、関係者の話によると、この和解により
①諭旨解雇・懲戒処分ではなく、自己都合退職となった。②懲戒処
分により削減された退職金が復元され、本人に支払われる。③相当
の解決金が本人に支払われる。—ということです。「辞職勧告決議」
については採択されてしまったので後戻りはできませんが、改めて
その妥当性がどうだったのか問われるところです。

４月１日	 歴史交流館井筒屋開館記念式典
	 ４日	 社民党笠間支部会議
	 ５日	 ＰＣサークル
	 ９日	 友部第二小学校入学式
	 10日	 友部第二中学校入学式
	 12日	 県西市議会議長会
	 14日	 脱原発小泉純一郎講演会
	 18日	 自治研ＮＰＯ調査
	 19日	 ＰＣサークル
	 20日	 全員協議会
	 23日	 社民党県連三役会議
	 24日	 水戸法人会笠間地区総会
	 25日	 社民党県連常任幹事会
	 26日	 ＰＣサークル
	 27日	 国体実行委員会総会
５月１日	 筑波山ジオパーク議連準備会
	 ２日	 社民党笠間支部会議
	 ３日	 憲法擁護市民のつどい
　10〜15日	 ドイツ・ラール市訪問
	 17日	 ＰＣサークル
	 18日	 袋井市行政視察受け入れ
	 21日	 全員協議会
	 24日	 社民党関東連絡会総会
	 26日	 全日本合気道演武大会
	 28日	 茨城自治研センター総会
	 29日	 社会を明るくする運動推進委員会
	 31日	 ＰＣサークル
６月１日	 本会議
	 ２日	 福ちゃんの森公園オープニング
	 ３日	 筑波海軍航空隊記念館リニューアル
	 ５日	 本会議
	 ７日	 教育福祉委員会
	 11日	 社民党県連三役会議
	 12日	 本会議
	 13日	 本会議
	 14日	 本会議
	 15日	 本会議
	 19日	 交通安全母の会総会
	 21日	 社協評議員会
	 22日	 笠間市遺族連合会総会
	 23日	 笠間市国際交流協会総会
	 27日	 笠間市観光協会総会
	 28日	 ＰＣサークル
	 29日	 水戸市職員組合大会
	 30日	 社民党県連合委員会
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