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やっぱり納得できない！

家庭ごみ収集運搬業務委託料の５億円増
５月 31 日〜６月 13 日の会期で第２回定例会が開かれました。今回は 10 月から予定されている消費税

増税と幼児教育保育料無償化の実施に向けた条例改正や補正予算が主な議題となりました。審議の結果、
上程された議案は全て可決しました。また、前回の議会で取り上げた「家庭ごみの収集運搬業務委託料

が５億円（１億/年×５年契約）も増えている」ことが納得しがたく、今回の一般質問でも取り上げました。

入札の上限となる予定価格（設計額）も6,300万円以上増加！？
前回の質問では執行部と石松としおの示した数字にズレがあり、正確な金額がわかりませんでしたが、

今回は担当課から詳細な予定価格（設計額）と契約金額について明らかにしてもらいました。そのデータに
よると、前回の一般廃棄物（家庭用ごみ）収集運搬業務委託契約は、年間１億5,052万8,960円でした。そ
れに対し今回は、年間２億5,173万72円ですから、１億120万1,112円高くなっています。したがって５
年契約で総額５億600万5,560円支出が増えたことになります。

その原因は、例えば笠間地区可燃物の収集運搬業務委託契約の予定価格に対する契約金額が、前回の指

名競争入札の時は63.5％だったのが、今回の随意契約では99.2％に、同じように不燃物の収集運搬業務
委託契約は、46 . 3 ％が 98 . 3 ％になっています。指名競争入札を随意契約にしたため競争原理が働かなか
ったことがこの大幅な支出増の原因である
と前回指摘しました。さらに「設計額（予定

価格）も増額になっている」
（市民生活部長）
と言われていたので、改めてデータを見てみ

ると、前回の予定価格２億 1 , 755 万 5 , 200
円／年に対して、今回は２億8,088万6,400
円／年と6,333万円以上増えていました。

地方自治体の契約は、原則として「一般競争入札を経て
行わなければならない」と地方自治法で規定されている。
一般競争入札というのは、不特定多数の業者が参加する入
札方式。最低金額を書いて入札した業者が、地方自治体の
発注を請け負う（落札する）ことができる。しかし実際の入
札では、自治体が参加業者を指名し、その指名された業者
だけで入札を行う指名競争入札が多い。
また地方自治法では、自治体が入札を行わないで、特定
の業者と直接結ばれる契約のことを随意契約という。あく
まで随意契約は例外で、地方自治体が随意契約を結ぶこと
ができる例としては、①少額の契約をするとき、②特定の
者でなければ納入することができない製品を購入するとき、
③それに代わるものがない土地などを購入するとき、④緊
急のとき…、などと定められている。
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職員だけで行う笠間市の入札過程が問題
前回の質問で「人件費の上昇や燃料費の高騰、新たに仕様にドライブレコーダーを加えた、塵芥処理

所の維持管理費用などを勘案したから設計額が増額になっている」
（市民生活部長）と説明されたので、
その内容を詳しく尋ねましたが「個々の積算額の積み上げに関しては、お話しすることができない」
（市
民生活部長）と答えてもらえませんでした。

建設工事は、国土交通省と農林水産省が運用している「公共工事設計労務単価」
（二省単価ともいう）

があり、積算体系ができていますが、業務委託や指定管理業務は、積算体系ができていません。ですか
ら笠間市では、
「複数の事業者から見積もりを取りそれを参考にして、賃金や資財品などの各種価格の資

料に基づき、人件費・燃料費・物品など標準的に必要とされる経費を積算、さらに過去の実績も参考に

予定価格を設定している」
（総務部長）、そして「それらは担当課で審議され、さらに入札参加業者選考委
員会の審議でしっかり議論して客観性を保っている」ということでした。しかし、入札参加業者選考委

員会は、委員長の副市長を先頭に各部長や財政課の職員などで構成されており、そこで議論したものに
ついて市長が決裁をするという仕組みですから、入札過程における審議は全て職員だけで行い、第三者
である市民の目が入らないというのが笠間市の入札の現状です。

国が要請している「入札監視委員会」をなぜ設置しないのか
国が定めている「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」では、
「入札及び

契約について透明性を確保するために、学識経験者等による第三者の意見を適切に反映させること」が、
全ての発注者に求められています。その第三者機関として「入札監視委員会」があり、国から「入札監視
委員会の運営マニュアル」も出されています。

前回に引き続き今回も入札監視委員会設置の必要性について質しま

したが、
「外部委員の人選や事務量の増大等の課題がある。また、全国

の市区町村の設置状況は20.6％（Ｈ30.８.１現在）と進展しておらず、
県内も10市町だけである。当市では入札参加業者選考委員会でしっか

りと慎重に審議を行い、発注方式や要件に課題があるときは弁護士か
ら助言を受けている。今後も入札情報の公開含め、適正な発注方法と

予定価格の設定が行われるよう内部体制の充実を図ることとし、外部
委員会の設置は考えてない」
（総務部長）という答弁でした。

今回の一般廃棄物収集運搬業務委託契約金額の５億円増にも納得い

きませんが、入札過程において市民の目線が入る機会がない笠間市の

入札のあり方も納得できるものではありません。引き続き「入札監視
委員会」の設置を求めていきます。

なぜ指名入札参加業者を４社に限定するのか
今回競争入札にならなかった要因の一つに、指名業者を笠間市の一般家庭ごみ収集運搬業務の受託実

績がある４社に限定したということもあります。４社に限定されているかぎり、他の事業者は永久に受
託実績ができませんから、次の契約更改の際も４社に限られまた競争性が確保されません。

市は一般廃棄物の処理における市町村の責務を定めた廃棄物処理法第６条の２第１項「市町村は、一

般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに
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収集し、これを運搬し、および（省略）処分しなければならない」を理由に、受託実績のある４社に限定

しています。しかしその市の責務を果たすためには、廃棄物処理法施行令第４条に委託条件が定めてあ
って、委託条件をクリアした業者と委託契約を結ぶ、入札をやる場合はその業者に参加してもらって入
札を行うということになります。施行令第４条の委託条件とは、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる

施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること、受託料が受託業務を遂行するに足りる額であること」とは書かれていますが、具体的に業務実

績がないとだめだということは書かれていません。確実な業務の遂行を優先するのか、競争性を優先す
るのか、二者択一の問題にしてしまっている市の考え方に問題があるのではないでしょうか。

し尿収集運搬業務の際は、競争性の確保を理由に処理施設が２ヵ所のまま、許可事業者の意見を十分

に聞かずに性急に地区を一本化しようとする一方で、家庭ごみ収集運搬業務では、確実な業務遂行を理
由に競争性を削ぐようなことをするという市の姿勢は到底理解できません。前号にも書きましたが、私
たちが可燃ごみを出すときは、指定袋を買わなければなりません。不燃ごみは処理券、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１億円
も増えているということです。やっぱり納得できないと思いませんか。

国の幼児教育保育料無償化実施にあたって
格差が生じない取り組みを
10 月から幼児教育保育料無償化が始まりますが、保育園の待機児童や潜在的待機児童、無園児（親が

幼稚園にも保育園にも行かせていない子）など、無償化を受けられない子どもたちに対する市の対応状
況について質問しました。

笠間市の今年度当初の待機児童はゼロで、潜在的待機児童が６人（０歳２人、１歳４人）います。それら

の児童がいる世帯に対しては、
「住民税非課税世帯の場合は、無償で認可外保育等のサービスも受けられると

いうことを周知しながら、受け皿の拡大に努力する」
（福祉部長）ということでした。また、幼稚園・こども園・
保育園のどの施設にも入所してないか、もしくは市外の認可外施設を利用している子どもが36人いることも

明らかにされました。
「個別に把握はしていないが、家庭で保育を希望している、市外の認可外の施設を利用、
障がい児の通園施設などを利用されていると予測される。今後個別に対応できるよう関係機関からの情報収
集や、今回の無償化の情報が周知されるように進めていく」
（福祉部長）という市の対応を確認しました。

いずれにしても、国の無償化が受けられる子どもと受けられない子どもの格差がでないように、市と

して幼児教育保育料無償化に取り組むよう求めていきます。

消防団組織支援事業「消防団応援の店」が実現
昨年の６月議会で取り上げた「消防団サポート事業」
（ニュースレター№

73）について、市内 50 以上の事業所のご協力で、消防団組織支援事業「消防

団応援の店」が６月から開始されています。
「消防団応援の店」とは、地域防災
の中核として活躍している消防団員を地域全体で支援し、消防団員の確保や

入団促進を図るため、ご賛同いただいた事業所の協力により、優遇措置（割引
やサービス券の発行など）を講じていただき、応援する取り組みです。対象者

は消防団員とそのご家族で、団員に利用者証、登録事業所には右の表示証が
配付されます。
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「ＲＰＡ業務委託料466万円」が補正予算に計上される
昨年の９月議会で「市業務へのＡＩ（人工知能）導入」
（ニュースレター№ 74）について質問しました。

そのなかで RPA についても取り上げましたが、今回の補正予算に RPA 業務委託料として 466 万円が計上

されています。
「RPAを試験的に導入することが目的」と説明がありましたが、RPA導入によって何がどう
変わるのか？市民にとってのメリットやデメリットについて、具体的な委託事業の内容とともに今後説明
を求めていきます。
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【つくば市RPA実証実験結果より】

AIは「人工知能」とも言われ、大量のデータ・情報を分析して自ら判

断し、結果を出力します。自己学習機能を持ち、自律的に作業を進めて
いくので、人間が要望を伝えるだけで、その要望を叶えるための方法を

考えて人間に提案してきます。それに対し、RPA とは、事務作業の業

務効率化のために作られたもので、ルールに沿った単純作業を自動で
再現することに限られます。AI と違って自ら判断できないので、決め
られたこと以外の作業はできません。今回の委託事業は、AI ではなく

RPA の試験導入になります。例えばつくば市では、自治体業務に適用
する実証を始めていますし、千葉市では、道路舗装の状況をスマートフ
ォンで撮影し、その画像から機械学習により損傷箇所を自動抽出する実

験システムが開発されました。さいたま市では、近隣の子育てイベント

情報をネット上で自動収集して、住民に配信するサービスを行っていま
す。いずれの取り組みも、自治体職員の業務効率化・自動化や、住民向

けサービスの質・量の向上とサービス提供の省力化を狙ったものです。
あなたも『石松としおニュースレター』の読者登録しませんか
読者登録していただくと『石松としおニュースレター』を毎号（年４回）無
料で郵送させていただきます。是非下記までお申し込みください。
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Email：isimatu@poplar.ocn.ne.jp
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