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第３回定例会が９月３〜 20 日の会期で開催され、
「平成 30 年度決算」が認定されました。また 10 月か

らの消費税値上げや幼児教育無償化に伴う各条例の改正や予算の補正、そして来年３月竣工（完成）予定
の「みなみ学園義務教育学校」整備工事請負契約などを決めました。地方交付税交付金の確定により一定
の繰越金が確保できたので、
「財政調整基金」
（財源に余裕がある年に積み立て、不足する年に取り崩すた
めの貯金）からの繰入額を約７億７千万円減額、北関東自動車道の笠間

パーキングエリアにスマートインター設置を検討する事業効果分析業務
委託料などを含む補正予算も可決しています。

茨教組から提出された「教職員定数改善と義務教育国庫負担堅持」を

求める請願は、全会一致で採択されましたが、南友部地区区長会から

出された「東海第二原発再稼働に反対する意見書提出を求める」請願は、
継続審査となりました。継続審査を巡って討論となりましたが、石松と
しおは継続審査とすることに賛成討論をしました。その理由については
後述しています。

石松としおの一般質問から

し尿収集運搬業務体制の問題解決に向け、
行政はもっと事業者の要望や声に耳を傾けて！
昨年の 10 月からし尿収集運搬区域の新体制（収集区域の一本化）がスタートする予定でしたが、事業

者の態勢が整っていないという理由で３ヶ月延長され、本年１月からとなっていました。１月28日に「３

地区に分かれていたし尿収集運搬の許可区域を市全域に変更した」と告示されました。ところが許可事
業者（３社）の代理人弁護士から市に申入書が提出されています。その中身をみると「環境保全課の担当
者によれば平成 31 年２月に営業区域を撤廃し、そ

の旨を掲示板に貼り出した。…そのような市の一
方的な処分を受け入れることはできない。…早急
に営業区域の撤廃を撤回してください」と書かれ

ています。
「許可区域は事業者が営業許可を申請で

きる区域のことで、今まで区域割をしていたのを
１月から撤廃した。営業区域は申請により事業者
が収集運搬を行える区域で、申請した場合に許可

を出していることから、許可区域のみを撤廃した」

（市民生活部長）と、行政と事業者の認識が違って
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いることが明らかになりました。

また「下水道の普及に伴い業務量が激減し疲弊している各事業者が、競走原理のもと更なる収益悪化

に見舞われれば、事業を継続することは困難となり、市民の生活にも悪影響を及ぼす事態に陥ることに

なります」と今後の許可体制の在り方に対する不安も書かれていました。確かに前ページのグラフのよ
うに収集対象人口は平成 24 年 36 , 485 人だったものが令和５年には 27 , 746 人に、排出量も平成 24 年

58 . 0 kl/ 日だったのが令和５年には 46 . 1 kl/ 日に減ると予想されています（一般廃棄物処理基本計画資料
編参照）。一般廃棄物処理実施計画の許可方針には「し尿及び浄化槽汚泥の排出量等を勘案すると既存の

収集運搬業の許可業者で適正に処理できることから、原則として新規の許可はおこなわない」と書かれ
てはいますが、人口減少の下で排出量は確実に減るわけですから、先を見通した許可体制の在り方につ
いても事業者と行政が真摯に議論することが必要です。

「最近においても６回事業者と協議をしている」
（市民生活部長）ということでしたが、改めて「事業者

と行政の信頼関係が積みあがっていくような話し合い」と「議会への経過報告」を求めました。

入札の公平性・透明性の確保には「入札監視委員会」が必要
入札不調・談合情報・低入札調査と立て続けに３件の入札に問題が発生

①７月 25 日行われた市役所本庁舎大規模改修工事の入札…全ての業者が予定価格以上の入札額だった

ため不調。②８月７日に行われたみなみ学園義務教育学校整備工事の入札…入札前日に匿名で市と新聞

社に談合情報があり「談合情報対応取扱要綱」に基づき対応。具体的には談合情報を受け入札参加事業者
に事実確認を行い、
「入札参加業者指名選考委員会」で情報の信ぴょう

性及び手続きを審議した結果、談合の事実が確認できず事業者に誓約
書を提出させ、時刻を遅らせて入札を実施し談合情報通りのＪＶ（共

同企業体）が 97 . 78 ％で落札。③８月７日に行われた旧笠間市立病院

解体工事入札…入札８社のうち３社が失格基準を下回り失格、２社が

低入札調査対象となり、調査の結果８月 29 日に落札者決定。—これ
まで石松としおは、入札制度改革にあたって「入札監視委員会」
（第三
者機関）の設置を求めてきましたが、この３件の質問を通しても改め
て「入札監視委員会の必要性」が明らかになりました。

基準や方針もなく専ら「指名選考委員会」で決めるのが現状

①参加業者全てが予定価格を上回ったため不調となった原因は、
「本所改修工事は市役所での業務を継

続して（来庁者がいる中で）の工事となっているので、その諸経費の増加が見込まれているために予定価
格を上回ったのではないかと推測している」
（総務部長）ということでした。どこの業者も予定価格では

安過ぎて請け負えないということですから、今後予定価格を見直さなければなりません。ということは
再設計をして予定価格の根拠となる基本設計をやり直す必要があります。
「再度設計を行うが、費用につ

いては委託事業者と新たな費用はかからないことを確認している」
「改修工事はさまざまな工事部署があ

り、その中の使用資材の変更や中身の見直し等を行い、追加予算を求めずに現行予算の中で対応してい
く」
（総務部長）ということでした。また、
「予算額約６憶 9 , 800 万円に対し、今回の最低入札額は約６億
4 , 500 万円ですから、予算と予定価格には 5 , 300 万円以上の差があるのはなぜか」質したところ、外構

工事は市内事業者にもできるので外構工事を分離発注するということが明らかにされました。分離発注
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するかどうかは「指名選考委員会」で決められるということでした。他の自治体では分離分割発注の基準

や方針、取り扱い要領などが定められているのですが、笠間市の場合は専ら「指名選考委員会」だけで決
められているのが現状です。

「談合があったか否か」でなく「談合情報通りの業者と契約をしてよいかどうか」こそが問題！

②「談合情報対応取扱要綱」によると、入札執行前に談合情報を把握した場合、入札参加者全員に対し

て事情聴取し、事情聴取書を作成して「選考委員会」に提出するとなっています。簡単にいうと今回の場

合「談合をやったのか」と聞いて、
「やっていない」という返事をもらって、誓約書を書かせて入札を行っ
たということです。
「入札参加業者の証言とか、談合が行われた会合の日時や場所、出席者等を記載した

メモとか音声等の記録等物的な証拠があれば判断基準になるのではないかと考える。そういった事実を

市が単独で確認するということは非常に難しい。このため、入札後に談合の事実があったと認められる
証拠が発見された場合は、入札を無効として警察と関係機関等と連携して、厳正な対処をすることにし
ており、公正取引委員会にも通報することとしている。公正取引委員会は、法に基づいた事業所への立

ち入りや、帳簿、関係書類の調査によって違反行為に関する証拠の収集を行うことができ、そちらにお

願いするということになる」
（総務部長）と言われましたが、問題は「談合があったか否か」ではなく、
「談

合情報通りの業者と契約をしてよいかどうか」ではないでしょうか。情報通りの業者が落札した場合は、
弁護士や公認会計士でつくる第三者機関である「入札監視委員会」に判断を委ねることが必要です。もし「談

合の疑いが強い」という判断結果が出されたら、契約を無効にして入札をやり直すということになります。

競争性を削ぐ失格基準の廃止を

③低入札調査基準価格は、直接工事費が 97 ％、共通

低入札価格調査制度 イメージ図

仮設費が 90 ％、現場管理費 90 ％、一般管理費 55 ％で、

A：1,060万（落札者とせず）

これによることが適当でない場合は、75 ％から 92 ％の

範囲内で市長または事務決裁規程に規定される専決権者

※設計金額を超える金額の入札は無効

予定価格

1,050万

が設定するとなっています。また失格基準価格は、直接

工事費が75％、共通仮設費が70％、現場管理費が70％、

B：850万

一般管理費が 30 ％で、これによることが適当でない場

調査基準価格

800万

規程に規定される専決権者が設定するとなっています。

失格基準価格

700万

合には、67 ％から 90 ％の範囲内で市長または事務決裁
「今回の場合は基準通りに決定したのか、それとも市長

が決定したのか？」と尋ねたところ、
「事後公表もしてい

C：730万（調査実施）
D：680万（失格）

ないので、答えは控えさせてもらう」
（総務部長）という答弁でした。これが笠間市の入札制度の「透明

性」の実状です。また今回の入札の場合、低入札価格調査が行われ、調査の結果大丈夫だということで

落札者が決まっています。さらに失格基準価格というのがあって、これよりも下だった３者は失格とい
うことで、本来８者のところこの３者を除く５者での競争入札になっています。低入札調査基準価格が
決まっていれば、低入札調査基準価格よりも下になった業者については調査をするわけですから、そこ

でダンピングや過当競争を防止し、品質の確保、業者の健全な経営環境の確保などを図ることができます。
ですから失格基準は必要なく、むしろ競争性を削ぐような失格基準の廃止を求めました。

いずれにしても、入札制度の公平性や透明性を確保するには、第三者機関である「入札監視委員会」が

必要です。何回質問してもなかなか先が見えてきませんが、税金の無駄遣いを無くすために諦めずにこ
だわり続けていきます。
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◆南友部区長会から出された「東海第二原発再稼働に反対する意見書提出を求める請願」について

今回の請願は、
「東海第二原発の再稼働に同意しないことを求める意見書」を茨城県知事と東海村・日

立市・那珂市・ひたちなか市・水戸市・常陸太田市の各首長に提出することを請願するものでした。地
方自治法第 99 条第１項に「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につ

き意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と定められています。この場合の関係行政庁
とは、意見書にある事項に対し、行政主体の意思を決定し、かつこれを外部に表示する権限を有する行

政機関を言います。原子力行政に関しては国にしか行政権はありま

７月１日

友部駅頭チラシ配布行動

２日

岩間駅頭チラシ配布行動

３日

議会運営委員会視察研修

10日

福島みずほ水戸駅街頭宣伝

16日

議会運営委員会

22日

全員協議会

23日

台湾訪問

26日

社民党笠間支部会議

30日

ＴＲＣセミナー

８月１日

茨教組東西支部議員懇談会

５日

反核平和の火リレー市役所前集会

８日

ＰＣサークル

10日

笠間市戦没者追悼式

18日

実母新盆（大阪一心寺）

20日

社民党県連三役会議

21日

全員協議会

22日

ＰＣサークル

27日

議会運営委員会

29日

ＰＣサークル

９月３日

本会議

４日

社民党笠間支部会議

５日

本会議

６日

教育福祉委員会

７日

友二中体育祭

13日

友二中改修工事現場見学調査

14日

友二小運動会

17日

本会議

18日

本会議

19日

本会議

20日

本会議

22日

関鉄労組大会

24日

県職友部支部学習会

25日

社民党県連常任幹事会

26日

自治労県本部大会

27日

全農林大会

29日

ＪＰ労組水戸支部大会

石松としお

せん。また、同意権があることをもって関係行政庁に当たると解釈
する学者もいますが、今回の場合の同意権は、法的なものではなく
日本原電と結んだ協定に基づくものなので、民間企業との協定に基

づくものは、行政権とみなせる同意権には当たりません。また議会

は憲法第 93 条第１項の「議事機関」としておかれています。地方自
治法においては、都道府県・市区町村等の団体の別、又はその団体

の規模を問わず、一つの制度として定められています。あくまでも
議会と首長は対であり、笠間市議会が他市町村に意見書を出すとい

うことは、相手自治体に介在することになり、相手自治体の自治権
を侵害することにもなります。

平成 29 年に東海第二原発の再稼働を考える会から「東海第二原発

の 20 年稼働延長申請をしないよう

意見書を日本原電と東海村・日立市・
ひたちなか市・那珂市・常陸太田市・
水戸市に提出してほしい」という請

願が出されましたが、地方自治法第

99 条から判断して提出先が適当で
はないという理由で不採択となって

います（ニュースレター№ 70 参照）。
今回は継続審査となりましたが、こ
のままいけば、残念ながらこの請願
も不採択となってしまいます。

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。

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０２９６−７８−３７３９
（留守の場合はFAXか留守電にお名前とご連絡先をお入れください）
Email：isimatu@poplar.ocn.ne.jp

検索

石松としおのホームページはYahooやGoogle
などで検索できます。

石松としおの活動公開中
http://www.t-ishimatsu.com/
facebookやtwitterもご覧ください。

