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一般廃棄物収集運搬業務委託契約

競争性のない随意契約により、契約金額が億単位で増加!?
昨年 12 月に「一般廃棄物収集運搬業務委託」の入札が行われましたが、友部地区の可燃ごみ収集運搬

業務だけが指名競争入札で、それ以外は全て随意契約となり、その結果石松としおの計算（表 - １参照）
によると、前回の契約に比べて今後５年間で約５億６千万円も支出が増えていることが分かりました（執

行部の見解は５年間で増える支出は約３億円）。前回までは指名競争入札で競争原理が働いていましたが、
今回は随意契約のため競争原理が働かなかったからです。

市民がごみを出すときに

一般廃棄物収集運搬業務委託契約金の比較

表

単位：千円

受注者 平成28～30年 受注者 平成31～35年
笠間地区可燃ごみ等収集運搬業務委託

Ａ社



Ａ社



笠間地区不燃ごみ等収集運搬業務委託

Ａ社



Ａ社



友部地区可燃ごみ等収集運搬業務委託

Ｅ社



Ｂ社



友部地区不燃ごみ等収集運搬業務委託

Ｅ社



Ｂ社



岩間地区可燃ごみ等収集運搬業務委託

Ｄ社



Ｄ社



岩間地区不燃ごみ等収集運搬業務委託

Ｃ社



Ｃ社



一般廃棄物収集運搬業務合計





一般廃棄物収集運搬業務合計／年





（251,730－139,379）×５年＝5億6,175万5千円増額

は、指定袋を買って出さなけ
ればなりません。また不燃物
ごみは処理券、粗大ごみは手

数料がかかります。それらの

年間収入は約7,000万円です。
その一方で収集運搬業務委託
料が年間 6 , 000 万〜１億円も

増えているという事実がある
ということです。そのことに

ついて３月議会の一般質問で
取り上げました。

複数の契約希望者に契約条件を提示させ、もっとも有利な条件を提示した者と契約することを競争
入札という。競争入札は、政府や地方自治体などが複数の契約希望者のなかから、契約者を選ぶ際に
使われ、誰でも入札に参加できる「一般競争入札」と、入札に参加する者を過去の実績や技術力など
ずい い

であらかじめ絞り込む「指名競争入札」がある。競争入札を行わず、特定の者と契約することを随意
けいやく

契約とよぶ。

今回随意契約とした理由は、
「廃棄物収集運搬業務については、廃棄物処理法に『市は生活環境の保全上、

支障が生じないように適正に処理しなければならない』と規定されており、確実な履行が最優先に求め
られている。今回の入札に当って、市の一般廃棄物収集運搬業務の受託実績がある業者４社に対し、各

業務の参考見積りを依頼したところ、一部の業者から、現在行っている業務の見積り以外は提出されな
かった。各社からヒアリングを行った結果、保有する施設、車両及び人員の状況や、現在行っている業

務の熟練度を勘案すると、特定地区の業務以外を請け負うことが事実上困難であるということが確認さ

れ、検討の結果、複数社から見積りが提出された友部地区可燃ごみ収集運搬業務のみ指名競争入札とし、
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それ以外の業務は随意契約とした」、さらに契約期間を３年から５年に延ばしたのは、
「収集運搬業務を

確実に履行するために、受託者が車両の更新や従業員の雇用・育成等の事業計画を安定的に立てられる
ように５カ年間に延長した」という答えが返ってきました。

ごみの収集運搬業務は、業務の性質上安定性や継続性が求められることはよくわかります。だからこ

れまで不特定多数の参加を募る一般競争入札ではなく、信用や誠実さが確保される指名競争入札が採用

されてきたわけです。笠間市の収集運搬（ごみ）の許可事業者は40社以上（Ｈ30.４.１現在）もあり、そ
のうち地域や排出者の限定されていない業者にかぎっても今回契約した業者以外に 10 社もあります。そ

れを「業務の確実性や継続性、安定性」を理由にして、
「市の一般廃棄物収集運搬業務の受託実績がある

業者」４社だけにしてしまった結果、競争性がなくなり同じ業者が２つの業務を受託するというような
状況になっています。

一般的に指摘されている指名競争入札のデメリット—①業者を指名する過程で恣意的な運用をする恐

れがある、②指名により入札参加者が限定されると談合を誘発しやす
い、③優良だが当該発注者に対する実績がない業者が参加機会を得に

くくなる—が災いした結果になっているとしか言いようがありません。
石松としおは、この間の入札制度に関する質問のなかで、指名選考の
やり方や委員会について問題点を指摘しています。それは、①指名基

準が公表されておらず曖昧であること、②指名選考委員会が委員長で
ある副市長を先頭に、部長や課長いわゆる職員だけで構成されている
ため、選考作業が第三者性・客観性に欠けている—ということです。

入札過程に第三者の目が入る「入札監視委員会」の設置を求める
それらを解決するために石松としおは、
「入札監視委員会」の設置を求めてきました。しかし執行部は、

入札制度のよりよい改善につながることは認めつつも、
「全ての入札案件を時間的に見ることができない

ことや、委員会の構成員の問題、事務処理が増える」ということ、さらには「都道府県や政令市での設置

は進んでいるが、市町村の設置率は質問当時で 16 . 5 ％と低い状況なので、他市町村を調査し検討する」
という答弁でした。

今回は「当市においては、選考委員会での議論を含め発注方式や要件等に課題があるときには、弁護

士からの助言を受けたり、総合評価落札方式の落札基準の設定も県が委嘱している方に依頼したりして
決定している。入札の契約情報の積極的な公開に加え、４月から建設工事は、透明性の向上につながる

一般競争入札で実施していく。したがって現時点で入札監視委員会の設置は考えていない」と答弁の内
容が後退してしまいました。

入札・契約の過程や内容の透明性を確保するには、中立・公正の立場で客観的に入札及び契約につい
ての審査や事務を行うことができる学識経験者等の第三者の監視を受けることが有効である。このた

めに設置するのが入札監視委員会で、競争参加資格の設定・確認、指名競争入札に係る指名の経緯等

について定期的に報告を受け、その内容の審査及び意見の具申等を行う。平成13年に施行された「入

札契約適正化法」に基づき策定された「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する
指針」
（適正化指針）により、入札及び契約の過程・契約内容の情報の公表に加え、学識経験者等の第
三者の意見を適切に反映することが、全ての発注者に求められている。
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最低制限価格ではなく、問題は
透明性のない指名選考のやり方
昨年の 10 月から業務委託契約にあたっても、

最低制限価格制度が導入されています。最低制
限価格制度とは「最低制限価格を決めて、それ

を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格

とすることにより、工事や業務の適正な履行を
確保することを目的とした制度」です。石松と

しおも昨年の６月議会で取り上げていますが、
契約期間中に業者が倒産し、ごみの収集運搬が
できなくなるという事態があったことなどを踏

まえ、委託業務の適正な履行やダンピング受注
を排除するために導入したということでした。

しかし最低制限価格については、
「公正な競争

による価格形成の制限につながっている」という問題点が指摘されています。どういうことかというと、
最低制限価格が高く設定されてしまうと、本来その価格よりも安く受注できる企業が競争から排除され

てしまい、落札額が上がってしまうということです。したがって最低制限価格をいくらに設定するのか

が問題になってくるわけですが、これも「予定価格の 60 〜 90 ％の範囲内」と定められているだけで、ど

の業務委託に適用するのか、額をいくらにするのか等の検討は、職員だけで構成される「指名選考委員会」
で行われます。

そもそも業務委託契約は、業務履行の確実性・継続性・安定性が求められるので、信用や誠実さが確

保される指名競争入札を採用しています。なのに最低制限価格制度を導入しなければならないというこ

とは、指名のやり方に問題があるのではないでしょうか。入札過程に第三者の目が入らないことがこの
ような状況を生み出していると言えます。

営利を追求する民間会社は、利益を稼ぐことができれば、会社の判断で自由に利益を配分できます。

しかし官公庁の運営財源は税金ですから、特定の報酬を受けるのは問題です。税金は、自分たちの自由

な判断で納めるものではなく、法律によって徴収が義務付けられているからです。毎月ギリギリの生活
をしている人たちも税金は納めなければなりません。民間会社のサービスを自分の判断で自由に選択し
てお金を払うのとは違います。

だから税金は、使うときも公平性と公正性が担保されていなけ

ればなりません。そのために地方自治法で、地方自治体の契約手

続は一般競争入札が原則と定められているのです。競争性のない
契約が繰り返されれば、税金が恣意的に特定の民間会社へ流れて
しまうことになります。入札問題は個別事業者の利益が絡んでく

るので、なかなか他の議員の賛同を得ることが難しい問題ではあ
りますが、公平性と公正性が阻害された契約を許すわけにはいき
ません。市民の税金を無駄にしないために、石松としおは諦めず
にがんばります。
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旭町地下排水路は笠間市が定期点検し、安全を確保する

旭町地区には、筑波海軍航空隊の飛行場造成時に整備されたと思われる地下排水路があり、その上に

は約 80 世帯の家が建っています。終戦後、緊急開拓事業として旧軍用地の農地の優先転用が行われまし

た。当時の農林省から茨城県が依頼を受け土地改良事業を行い、地下に構築された水路を水路敷と表示
せずに農地として個人に払い下げられ、その後宅地開発により、農地から宅地へと転換されたため、実
状が分からなくなっていたのです。

笠間市として茨城県及び国の関係機関に照会してきましたが、水路の関係書類はどこにも保管されて

おらず、所管部署が特定できないことから、平成 24 年９月から平成 25 年２月にかけて現況調査を実施
しました。管路内の状況及び接続系統、管路埋設位置及び現状の推定強度、腐食や劣化現象などを調査

した結果、強度上も管路の破損、損壊による工作物等への影響もなく、東日本大震災でも、管路内には

地震の影響と思われる異常個所は確認されていません。
今後の管理については「各地権者に地下排水の位置や管路の状況
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石松としお

について説明し、地下排水施設が破損した場合は市が対応すると説

明している。今後とも市として定期的な点検を実施し、安全確保に
努めていきたい」という答弁がありました。

石松としおが議会で取り上げた４つのことが実現

平成 31 年度予算については、一般会計及び特別会計、企業会計な

ど全ての予算が可決しました。国からの地方交付税交付金は前年度

並みで、経済状況の好転により税収が若干増えています。支出の方
は、高齢化に伴う社会保障関係費の増と、公債費（借金返済）が若干

増えています。詳しい中身については、今回は紙面の都合上書けま
せん。
『わかりやすい笠間の予算』や『広報かさま４月号』に、予算の
中身が具体的に紹介されています。是非ご覧ください。

これまで石松としおが、議会で取り上げてきたことがいくつか実

現します。—①市内２カ所で行っているごみ処理体制の一本化に向
けた検討が始まる。②トイレ改修の終わっていない小中学校のトイ
レが洋式化される。③消防団員を地域ぐるみでサポートする組織が

立ち上げられる。④「地域福祉センターともべ」
（旧友部保健センター）
を改修し、
「児童発達支援センター」が整備される。

※昨年の３月議会で「自治体ＢＣＰ（業務継続計画）の策定の必要性」
について質問しましたが、２月に「笠間市業務継続計画」
（笠間市Ｂ
ＣＰ）が出来上がりました。
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http://www.t-ishimatsu.com/
facebookやtwitterもご覧ください。

