
○議長（三宅 耕三君）      次に、３番、藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   おはようございます。 

 私からは、３点の質問事項をさせていただきます。 

 その１点目でございますが、この３月３１日に発行されました「東員町地域防災計

画」について、質問をさせていただきます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・。 

 質問の内容としては、地域防災計画に関しては、７点の質問を上げさせてもらって

おります。 

 まず１点目でございますが、本計画書に基づいて、予防計画から策定まで、実施に

向けての対策までをいろいろ書かれておられます。だけど、この計画書を読ませてい

ただいた中身は、あくまでも計画書に近い、さらにもっと、いざとなったときにできるシ

ステムというのが見えません。はっきりいうならば、文章で書いただけだと。さらなる検

討が必要でないかと。そういう意味におきまして、この計画書をもとにして、今後どの

ような施策を立てていかれるのかを、１点目として、町長にお伺いをいたします。 

 ２点目でございますが、資料編にあります各種関係機関というのは、かなりあるわ

けでございます。そういう多くの組織とどのような連携をもってやるか。頭上的・机上

的といいますか、そういう防災訓練を今後どのように計画として考えておられるのかを、

２点目として質問をいたします。 

 ３つ目でございますが、この計画書を見ると、風水害対策と震災対策の予防と、そ

れに伴う対策の事項が書かれております。非常に多くの項目で書かれておられるわ

けでございますが、非常にむだなページが多い。ということは、風水害と震災対策で、

同じ内容が、同じ言葉が書いてある。非常にむだな計画書ではないか、というふうに

取られます。だから、多分これだけ大きなページを全部頭に入れるということはナンセ

ンスでございますけれども、いざ事故が起きたとき、いざ災害があったときに、このペ



ージをめくったときに、非常に不要な箇所が多い。そういうときに戸惑うんじゃないか、

というふうな感じも受けました。 

 それにあわせまして、これをもう少し簡素化できるのではないか。例えば風水害と震

災対策を両目にかければ一目瞭然にわかる、というような改定が必要ではないかと

いうふうに感じました。 

 ５つ目には、この計画書をどのようにして活用していくのか。特に地域住民への周知

徹底をどういうふうにお考えなのか。３月の一般質問のときに、町長は昨年、各地域

とのコミュニケーションをやられましたときに、ある住民の方が、防災に関して、特に震

災に関してどういう計画を持っているんだという質問をされたときに、平成１７年度で

すから、今年の３月いっぱいに計画書も出して、皆様方に説明申し上げるというような

答弁をされておられます。そのときに、日にちがないんだけど大丈夫か、というふうに

私は問いただしましたけども、できると言われたのが、多分これですね。というふうに

理解してよろしいでしょうか。 

 ということは、先ほども言いましたように、これだけの膨大なものを地域住民に知ら

せるのは、非常にナンセンスだと思います。もうちょっとわかりやすい、ポイントをつか

まえた住民へのアピールをどのようにお考えか、それをお聞きしたいと思います。 

 ６番目には、本計画書はある一部の団体とかに配られているんじゃないかというふ

うに思っております。どのエリアまで配られたのか。その辺をお聞かせ願いたいと思い

ます。本計画書は、実施責任者である町長を頭にして、すべて対策・予防を行うという

ふうに書いてあります。当然、その配下におる職員、この方たちも完全なるマスターを

して、臨機応変に災害に対応しなくてはならないかと思います。そういう意味におきま

して、職員への周知徹底並びに教育を、どのように今後施策として町長は図っていか

れるのか。 

 以上７点について、答弁をお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   藤田議員からご質問がございました、地域防災計画につい

てお答えを申し上げます。 

阪神淡路大震災を契機として、「自分たちの地域は自分たちで守る」という観点か

ら自主防災組織の重要性が再認識され、また、障害を持たれる方、高齢者、幼児等



災害時における要援護者対策、さらに地震等が発生した場合の初動体制、通信・連

絡の方法、防災知識のあり方等が国や県で検討をされました。 

このたび、本町の地域防災計画を見直しするに当たって、こうした点を反映させな

がら、三重県地域防災計画の内容を踏まえて策定に当たったものでございます。 

計画の策定では、防災関係機関の実施責任をより明確にするために、各防災関係

機関相互の防災対策を緊密かつ円滑に推進するため基本的大綱を示し、また、災害

時における各地域の実情に合った防災マニュアルをはじめ、避難所運営や職員の事

務に関するマニュアルの作成を行ったものとしております。 

計画を踏まえた上で災害を想定し、地域での訓練、町総合防災訓練を実施するこ

とにより、防災知識の普及を図るとともに、住民の方々につきましても、家庭や職場に

おける日ごろの備えについてお願いをいたしております。 

そして、災害を最小限にとどめるためにも、高齢者や障害を持たれる方の世帯を対

象に、昨年度から家具の転倒防止対策を手がけ、今年度は、災害時における要援護

者対策を地域の方々や社会福祉協議会と一緒に考え、問題点や課題への対応を見

い出してまいりたいと考えるところでございます。 

お尋ねにもございました防災訓練等につきましても、先ほど申し上げました地域や

町における訓練を通じて、防災に対する意識を年々高めていただくとともに、近隣市

町との広域的な訓練も必要であると考えるところでございます。 

次に、計画書の書式でございますけども、従来の計画書と同様、風水害対策と震

災対策を区別して作成をいたしております。ご指摘いただきました点につきましては、

災害予防の記載内容は類似する点もございますけども、地震に関する事項を記載し

ていることから、別に定めたものでございます。 

ただ、今は冊子になっておりまして、非常に膨大なページ数でもございますので、

今後、概要版と申しますか、そんなものを早急に検討させていただきまして、その概

要版を各戸配付というふうな形で住民の皆さんに知っていただく、そんなことを考えて

おります。そういうことで、早急にそんなことをさせていただきたいと思っております。 

地域防災計画は、冒頭にも申し上げましたように、住民の皆様、地域をはじめ各関

係機関に対策をお願いを申し上げなければなりません。住民の方々や関係機関等へ

の周知につきましては、啓蒙啓発を行う中で、お知らせやお願いを行ってまいりたい

と考えております。 



また、計画書は職員や行政関係機関は申すまでもなく、各自治会や鉄道、電力等

の機関へも配付を行い、対策や支援をお願いし、防災体制の確立・向上を図ってまい

ります。 

さらに職員につきましては、震災に関する知識と適切な判断が求められるところで

あり、研修やマニュアルづくりを通じて、危機管理への意識高揚と緊急応急対策を図

りまして、学校や保育園、幼稚園におきましては、災害時の児童、生徒等の避難方法

等を想定した訓練を、自主防災組織に協力をお願いをし、実施することも必要である

と考えているところでございます。 

防災に関しましては、今後も一層のご協力をいただきますようお願いを申し上げま

して、答弁とさせていただきます。 

以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   今の７つの質問に対して、町長お答えになりましたが、そ

ういう内容は、全部この地域防災計画に書かれてあるわけでございます。それも私は

熟知しております。 

順序を追ってさらに質問させていただきますならば、１番目の、この計画をさらにど

ういうふうな内容で準備していくか、ということでございます。 

 この計画書を見ますと、先ほど言いましたように、風水害対策と震災対策の２編に

分けて構成されて、また、その中に例えば風水害だったら１７節まであるわけですね。

震災に関しては３４節まで。さらに資料編というものが末尾にあるわけですけども、全

部あわせますと、１１００ページまでにも上るわけですよね。非常に膨大な計画書なん

です。 

よくこの文章の中にマニュアルをつくるとか、先ほど町長がおっしゃられましたよう

に、学校への指導とかいうものも全部書いてありますが、ただ文章で書いてあるだけ

であって、それをどういうふうな形でやるか。これがマニュアルだと思うんですね。そう

いうものがこの中には書いてない。あくまでも何々を作成する、何々に対応するという

ことだけであって、実践に向けての対応というのが、この計画書から見る限り、全部と

は言いませんが、結構伺えるな。 



そういうものに対して、先ほど町長は、住民に対して、概要版をつくって地域にアピ

ールするということをおっしゃられましたけども、地域住民じゃなくして、さらにこの文章

の改定といいますか、そういうものをさらに突っ込んで勉強していただきたいというふ

うに思っております。 

２番目の各種機関との総合訓練といいますか、机上作戦、この本を読む限り、関係

機関というのは１２機関ありまして、部署からいきますと、６６部署で構成されているわ

けですね。年１回ぐらい、大変でしょうけれども、全体防災会議として取り組んで、必

ず実施をしていただきたい、というふうに思ってます。今の防災機関との防災訓練、こ

れをどのようにお考えですか。さらにもう一度、ご答弁をお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 実は、この防災計画、風水害というのはあったんですね。今までずっと。阪神淡路大

震災から、地震というものが、東海地震とか東南海とかいろいろありますが、見直さ

れてきたというんですか、地震については、東員町の防災計画には余りうたってなか

った。端的に申し上げますと、地震についての項目を追加させていただいた、というこ

となんです。風水害については、もうずっと以前からあったわけでございます。 

そんなことでございますので、住民の皆さんに、地震についてのいろいろのこと、地

震があった場合に何をするか。初動からはじめて。そんなことで概要版を作成して、も

っと縮小したもので概要版をつくらせていただいて、それを住民の皆さんに配付をして、

まず、起きた場合には何をするのか。１つ目に何をする、次に何をする、というような

ことをきちっと周知をして、自分の命は自分で守ってもらう、ということを徹底をしてい

きたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 いろいろ関係機関との防災計画というんですか、そういう訓練、よく１級河川を持っ

ている大きな河川のところは、国とか県とか地域の皆さんを集めて防災訓練をやって

みえます。そんなことで、揖斐川とか長良川とか、ああいう大きな河川のところは、当

然そういうことを訓練してみえます。年１回は。東員町の方も、消防とか関係者の方が

参加をさせていただいております。 

 ところが、東員町のような２級河川というんですか、大きな川でも２級河川、そんなこ

とでございますので、よそとの連携をした大規模な訓練というのは過去にもございま

せん。ただ、町の防災訓練、これはずっと２回目ぐらい回っておりますけど、そんな中



で、風水害、地震、この計画に沿った訓練を、今後も一遍研究をさせていただきたい。

そんな思いでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   先ほど町長は、全体の訓練に関しては、現状、東員町の

中で防災訓練は９月ですかね、いつもやっておられます。多分、２周回ったというのは

私も知ってます。ただ、地域防災計画は、もともと東員町がつくったわけじゃないと思

いますね。県なら県なりの見本があって、それに対して東員町に合ったものを書いて

いるというふうに、もし間違っていたら何ですけども、多分そうじゃないかと思っており

ます。この中に、先ほど町長言われましたように、水防訓練というのもあるわけですよ。

それがまず１点です。 

 それと、先ほど町長は風水害対策は前からあったと言われますけど、・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

地震が今回入ったから、予防計画をつくられたわけでございますが、一番初めにあ

るのは風水害対策です。そして震災対策を見ていくと、風水害対策に準ずるところが

いっぱいあるわけですよ。今、町長がおっしゃられたことだったら逆じゃないんですか。

確かに風水害で前に事故があったというのは、僕らはうわさでは聞いております。だ

けどこの本を見る限り、風水害対策は前面に来てるわけですよ。それで例えば第１２

節、これは風水害対策に準ずる、と書いてあるわけですね。ということは、風水害対

策が基本になってるわけなんですよ。そういう、いろんなだぶった要素がいっぱい書

いてありますよと。 

訓練でも、町長、今おっしゃられましたけど、防災訓練もパターンを変えなくちゃなら

ない。後からも出てきますけども、例えば建物が崩壊したときに、では地域の建設業

者の重機なんかをどういうふうにやるんだというのが、トータル的な防災計画には、う

わさでは上がっているんですけど、ないじゃないですか。そういうものも変えながら、

例えば水防計画でも、土のうの積み方とか、そういうものも防災訓練の中に入れては

どうか、というふうに思っております。確かに今回は地震というものが入ったわけでご

ざいますから、これからの防災訓練も、やはり地震を対象とした訓練も入れるべきで

はないか、というふうに思っております。 

 それから先ほどの３番目と４番目ですが、これをもう少し簡素化してはどうか、という

ふうに言ったわけでございますが、計画の修正ということが、ここの本に書いてありま

す。それは、災害対策基本法第４２条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要がある



と認めるときはこれを修正する、とあるわけですね。毎年ですよ。だから私は、この中

のすべてを今ここで討論するつもりはございません。ざっと１１００ページを読ませてい

ただいた中において、まだ改善しなくてはならない事項がいっぱいあるということで

す。 

最初ですから、私はそこまで突っ込みません。・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

この本を見る限り、実施責任者は町長、あなたなんですよ。・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 私は議員になって、ずっと防災ということはきつく申し上げてきました。・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・。これは一つの愚痴として聞いていただきたいと思います。 

 ５つ目ですが、本計画の活用ですね。これはもう先ほど町長がおっしゃられましたよ

うに概要版をつくると。突っ込んだ言い方ですけど、大体いつごろに各住民への配付

を検討されておられますか。答弁をお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   いろいろご指摘をいただきました。担当の方から答えさせて

いただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   現在の地域防災計画につきましては、藤田議員ご指

摘のとおり、約１１００ページほどございます。そういった中で、先ほど町長の方からご

答弁させていただいておりますとおり、概要版を作成するという方向で、町としては考

えておるところでございます。ただ、現時点で予算関係等持っておりませんので、それ

につきましては、総務で早急に詰めて配付させていただく、という方向で考えさせてい

ただきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 



 もう１点、マニュアルも、概要版をつくることとマニュアルをつくることも当然絡んでき

ますし、職員の研修ですか、そういったことにつきましても総合的に進めてまいりたい

と思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   みずからの身の安全はみずからが守る、ということは、こ

の本の中の至るところに書いてあります。「自助」ですよね。これはもう僕はわかって

おります。だけど、この本は見る限り、どっちかというと住民参加じゃなくて、行政側の

計画書に近いと思いますね。それだけに、７番目の質問にありましたように、まず、職

員が臨機応変にいつでも対応できるような教育をやらないと大変じゃないかと思って

おります。 

 そこで、先ほども私がずっと言ってますように、実施責任者というのは、この本を見

る限り全部町長になっておりますね。防災について、こういうことが書いてあります。

実施責任者として、町は防災の一時的責務を有する基礎的な地方公共団体である。

さらに町は町職員に対して専門的教養訓練等を実施し、防災知識の向上を図るとと

もに、住民に防災知識を普及し、常に防災意識の高揚に努める、とあるわけでござい

ます。 

先ほど総務部長からもありましたけど、これができたのは３月ですよね。では、職員

の教育のプランニングというのはあるわけですか。その辺、お答え願いたいと思いま

す。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   お答えをさせていただきます。 

 藤田議員がご指摘されているとおり、本地域防災計画につきましては、町独自とい

うものではなくて、国、県、全体としての流れの中で作成したものでございます。 

そういったところで、東員町の地域防災計画を東員町でいかに生かしていくか、そう

いったことを考えたときには、職員が何か災害が起こったときにはどういう対応をして

という、そういったところも中心になりますし、もう１点につきましては、住民がいかに

平生からこういうときにはこういう知識を持っていただく、というそういった点がより重

要になってくるかと思います。 



そういうことで、現状としましては、平成１８年の３月に、これができたところでござい

ますので、先ほどから申し上げておりますとおり、概要版、マニュアル、そういった面

で職員の教育につきましても、充実して、何か起こったときにすぐに対応できる、そう

いった方向を進めていきたいと思いますので、ご理解のほどお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   １番目の防災計画に関しての質問は終わりますけど、最

後にお願いがございます。答弁は結構でございます。 

 ３点ほどあるわけですが、この本を読む限り、ヘリコプターの臨時離着陸場が一中

グラウンド、三和小学校、スポーツ公園の３カ所となっております。風水害・震災をあ

わせても、この３カ所は少ないんじゃないか。城山・笹尾にはございません。その辺も

見直しをしていただきたい。 

 それから、災害時優先電話設置場所というのが５カ所になっているわけです。これも、

役場を含めて避難場所は９カ所上がっているわけですけど、その９カ所も優先電話設

置場所に変更していただきたい。 

 ３つ目でございますが、急傾斜地崩壊危険箇所というのが１８カ所あるわけですね。

これは既にわかっているんだったら、何らかの対応をやるべきではないかと。僕は現

地を見てませんけども、がけの高さが１０メートルだとか、すごい高さで崩壊の危険が

あると。多分これは震度の関係で、壊れないとされていると思いますけども、危ないと

思っていたら早急な措置が必要ではないか、というふうに思います。 

 それから最後ですけども、この計画書を見る限り、住民として一番大事なのは、避

難対策と災害応急対策をどうするかと、これが急務と思われます。それに対する、こ

の本を読む限り余り大きくは書いてございません。これが一番大事だと思います。こう

いうものも含めて、先ほど言いましたように、毎年見直しをやるということが書いてあり

ますもので、ぜひとも万全な計画の自立をお願いしまして、１問目の質問を終わらせ

ていただきます。 

 ２つ目の質問に入ります。 

 ２０１１年の完全デジタル化放送について、質問をさせていただきます。 



 先ほど、この件に関しては、南部議員から質問がありましたもので、私の方からは

住民へのアピールをどうするか、ということに関しての質問をさせていただきます。 

 先ほど南部議員もいろいろ言われまして、町長の答弁もありましたように、現在まで

のケーブルテレビの経緯とか現状、そして、２０１１年のデジタル化放送に向けて、放

送設備とか近隣ケーブル会社等の多様化、ケーブル設備、そして運営費用等、多く

の問題点が発生することは間違いありません。それに関しての住民の認識は、まだ

いま一つだと思います。臨機応変に町の方からも時期を見て、その部門も納得のいく

ような説明をしていただけたらと思います。 

 私の方から、２０１１年７月２４日に、各テレビ局がアナログ波を停止してデジタル波

に一本化するという、Ｘデーというふうに新聞にも書かれておりました。ここのところ新

聞を見ますと、連日のようにデジタル化がどういうものだ、ということが急に載り出しま

した。ということは、最近の総務省の地上デジタル波に関する調査を行ったところ、５

年後にアナログからデジタルにいく、という内容を知ってる人が３割しかいない。７割

の方はまだ知らない、というデータが出てるわけです。東員町の場合は幾らかは知り

ません。東員町においても、このデータを採用するならば、非常に大きな問題だと思

います。 

 そこで町長にお伺いしたいんですが、５年と言っても、あっという間に過ぎていきます。

今、東員町が抱えている問題は別として、今後、東員町の住民に対して、デジタル化

に関してどういうふうな説明をしていくのか。それをお知らせ願いたいと思います。そ

れと、もう既にデジタル化をもとにして設備機器の不当販売も起きている、ということも

聞いております。その辺の不当販売の予防に関してもどういうふうに対応されるのか、

町長の所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   藤田議員のデジタル放送化についてのご質問にお答えを

いたします。 

 先ほど、南部議員からも、地上デジタル放送関連のご質問がございましたので、重

複する部分は省いてご答弁をさせていただきます。 

平成２３年に完全デジタル化が予定されており、総務省より、地上デジタル放送に

関しての情報が、テレビとかインターネット等で放送、掲載されるようになりました。特

に当町におきましても、地上デジタル放送についてのお問い合わせもあるように聞い

ております。 



 藤田議員がお尋ねの地上デジタル放送の住民への対応につきましては、地域にお

いて、それぞれ条件が異なる場合もあり、現在の状況や今後の見通しについて、周

知が困難な時期でもあります。特にケーブル設備での完全デジタル放送受信につい

ては、ケーブルテレビ会社の運営方法もあり、当町で周知できない部分もあります。し

かしながら、住民の皆さんにとって、正確なデジタル化の情報を得ることは重要なこと、

と認識をしておりますので、総務省東海総合通信局や三重県政策部情報政策室に、

地上デジタル放送について、住民の皆様への地域的な周知を依頼をしているところで

ございます。 

 次に、設備機器の不当販売についてのお尋ねでございますが、これも従来から公

的機関を装い、物品・機器の不当販売等が多発をし、被害にあわれた方もみえるよう

に聞いておりますが、今回の地上デジタル放送についても、ご指摘のとおり、発生す

ることが予想されることから、民間ケーブルテレビ会社や東海総合通信局等の公的

機関と連携を取り、防犯対策等についても、住民の皆さんに周知してまいりたいと考

えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   デジタル化というのは非常に大きな問題でございますの

で、住民に、機器の問題とか、テレビはどんなものだというものを、早く周知徹底して

いただきたいことをお願いしておきます。 

 今日、新聞を読みましたら、余談でございますが、デジタル放送は四日市地区に浮

かんでいる船の反射で映らなくなったり、とかいうようなことが書いてありました。今、

委託の問題があったと思いますが、その辺も考慮して、今後の調査に入っていただき

たいということを切にお願いいたします。 

 それでは、３つ目の事項に入っていきます。 

入札制度の改善ということについて、総務部長に質問をいたします。 

 三重県では、平成１４年から入札及び契約制度と、それを取り巻く環境の改善を図

るために、具体的施策方針を定め、入札及び契約制度の改革を行っていますが、本

町における入札制度に関しての改善がどのように行われているかの質問をさせてい

ただきます。 



この改善について、３つの点から質問をさせていただきます。 

まず１つ目でございますが、地元業者育成、これは昔からあるわけでございます。

地元業者育成に配慮して、町内業者が優先して入札に参加できる地域条件をつけた

一般競争入札を原則的に採用してはどうかと。これが１点目でございます。 

２点目には、現状の東員町における入札制度の改善とか新たな入札制度の導入

の計画を考えているのかどうか。 

３つ目に、県の指導によります、県が環境の改善として提言している地域建設業の

育成方策について、本町、東員町におきましてはどのようにお考えになっておられる

のか、総務部長にこの３点を答弁をお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   ただいまの藤田議員のご質問に、お答えをさせていた

だきます。 

三重県では、平成１３年に施行されました「公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律」の趣旨を踏まえた「入札及び契約制度改革への提言」を、三重県

入札･契約制度検討会議から提言され、これを受けて、入札制度の改革や検討が行

われております。 

さて、第１点目の、地元業者を配慮し、町内業者が優先して入札に参加できる地域

条件を付した一般競争入札制度を原則的に採用してはどうか、とのご提案でござい

ますが、現在本町におきましては、議員もご承知のように、５，０００万円以上の工事

関係につきまして、一般競争入札に付し、契約を履行しておりますが、一般競争入札

制度の短所を補完するために、経営事項審査点数や、地域要件を付けた条件つき一

般競争入札制度としております。 

このことによりまして、入札に参加できる者の資格要件を各工事ごとに検討し、また、

地域条件を設定する過程で、町内業者の参加につきましても考慮して条件づけをし、

入札を執行いたしております。 

今後も、本制度の中で、地元業者育成にも配慮し、また、町内業者が参加できるよ

うな条件を付すことにより対応してまいりたい、と考えております。 



続きまして、２点目の入札制度の改善及び新たな入札制度の導入計画についての

お尋ねでございますが、平成１３年に施行されました「公共工事の入札及び契約の適

正化の促進に関する法律」により、透明性の確保、公正な競争の促進、適正な施行

の確保、不正行為の排除の徹底が明示されております。この法を踏まえまして、本町

では、毎年度の工事発注見通しの公表、入札参加資格者名簿の公表、入札結果の

公表等を実施をいたしております。 

また、入札回数の制限、指名審査会対象案件金額の引き下げや、工事入札にお

ける予定価格の事前公表の実施等の改革に取り組んでまいりました。今後も国・県

の動向や助言のもと、入札制度の改善を行ってまいりたいと考えております。 

最後に３点目の「入札及び契約制度改革への提言」内の「地域建設業の育成方

策」についての町の考え方でございますが、この「地域建設業の育成方策」の内容に

つきましては、「一般競争入札適用拡大方針のもとで、地域建設業の持つ地域整備

や緊急防災に対する機能、さらには雇用安定化対策の側面から、公共工事のあり方

を検討する必要がございます。検討に当たりましては、地域に根差す建設業者の持

つ技術力の活用、地域社会に果たす役割を考慮し、また、健全な経営体質や技術力

の向上策が望まれ、加えまして、地域に根差す建設業の活用制度は、公正な競争性

を阻害することのないように、一定の制約条件のもとで実施する必要がある」とされて

おります。 

本町におきましても、第１点目のご提案でご答弁申し上げましたように、条件つき一

般競争入札制度の中で地元業者育成を配慮し、また、町内業者が参加できるような

条件を付すことにより対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますよう

お願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   １番目の地域条件つきというのは、法律が平成１２年１１

月に法制化されたわけですよね。その前からやっているわけなんですよ。例えば近隣

の市町、松阪市とか菰野町を見ますと、全部原則的に一般競争入札制度をやってい

るんですね。 

東員町の場合、私、資料をもらったんですけど、先ほどおっしゃられましたように、５，

０００万円以上だと。この５，０００万円がおかしいんです。これは条件つきとして変え

ていくべきじゃないかと思います。菰野町とか松阪市に関しては、松阪市なんかは特

に画期的な入札制度の改定をやりまして、新聞にもよく載ってます。ただし、一長一短



ありますけども、地域の業者が優先的に入って、非常に入札率も高くなったというふう

に聞いております。 

 それは、それぞれの市町のやり方があろうかと思いますが、私が今回この質問をさ

せてもらったときに、行政の方にいただいた資料は、本当にたったこれだけなんです

よね。一般競争入札は何ぞや、というだけなんですよ。こんなことはもう僕らも知って

ますし、ただ様式はどうだこうだと書いてあるんですけど、冒頭に書いてありますよう

に、現在、５，０００万円以上の契約行為のみだと。これがまずおかしい。これを変える

のが改善じゃないかというふうに思っております。 

 県の方も一般競争入札を、ということを書いてあるわけですね。ちなみに今回、平成

１８年度の東員町の公共工事といいますか、ホームページから引っ張り出しますと、

ほとんど指名競争入札ですね。一般競争入札というのは、稲部小学校のプール、こ

れは多分５，０００万円以上ですから、それ以外は全部指名競争入札なんです。なぜ

指名競争入札かと言いますと、全部５，０００万円以下だから、となってくると思います

が、先ほどから言ってますように、入札というのはいろんな形がありますよね。郵便入

札とか公募型とか、いろいろあるわけです。それがどれがいいというものは、多分な

いと思います。 

 その背景には談合とか、いろんな不正行為があるからこそ、いろんな入札制度を変

えてやっているんですけど、東員町の場合においては、１つ当たりの物件が非常に小

さいんですね。それを一般競争を改定して持っていこうと思っとったならば、５，０００

万円という金はあり得ないんですよ。そうなってくると、指名となってきますと、指名も、

行政の方もご存じなように非常に異常な面があります。だけど、やはり私は菰野町と

か松阪市の地域条件つきというのを、もう少し前向きにしていただいて検討していた

だきたいというふうに思っておりますが、その辺どうでしょう。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   お答えをさせていただきます。 

 現在、一般競争入札につきましては、設計金額の５，０００万円以上ということで実

施をいたしております。現時点でそういう形で、東員町、入札関係を実施しておるわけ

でございますけれど、これが必ずしも正しいとは申せませんので、入札制度につきま

しては、日々各市町村で、その都度変わっていくということも認識をいたしておりま

す。 



一般競争入札につきましては、本契約に至るまでに、現状として２カ月ぐらい、東員

町の場合は要しておるというのが実情でございますし、隣の菰野町のこともお聞きし

ますと、もう少し短いということも聞いてはおります。 

そういった中で、現在としては２カ月要するということで、５，０００万円という基準を

つくって執行させていただいておりますけど、ほとんどが指名競争入札でございます

けれど、一般競争入札をもう少し広げるとしますと、金額だけでなくて、地域とか、いろ

んな面もあわせて検討する必要もございますので、隣の菰野町とかそういったところ

も参考にしながら、ただ、現時点では２カ月ということで、こういった件数が少なく、５，

０００万円以上で設定させていただいておることについて、ご理解をいただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   ５，０００万円にこだわること自体が、改善への道じゃない

ということなんですよ。法律化されて、県もそういう指導要綱を出してますから、今まで

の慣習にこだわることなく改善をしていただきたい、ということを私は希望しております。

もう少し前向きな姿勢で対応していただきたいというふうに思います。 

 なぜかと言いますと、３つ目の、県が環境の改善として提言している地域建設業の

育成方策、先ほどの部長の答弁は、私が予想したのと少し違うのでございますが、県

の指導の要綱にもありますように、地域建設業の育成方策というのは、こういうことを

書いてあるわけですよ。緊急防災に欠かせない地域建設業界の育成、とあるわけで

すね。さらに、雇用対策としての公共工事のあり方を検討する必要がある。 

 いつだったですかね。入札のことで名前を出して申しわけないんですけど、Ａという

方が前、東員町におられた。今、四日市の方に本社を移されているけど、災害のとき

に非常に助けてもらった。そういう昔からの因縁もある、ということはあるわけですね。 

私がこれを突っ込んで聞きますのは、これだけ景気がよくなったといいますが、公

共工事の発注率は物すごくダウンしてますね。それだけに地域の建設業というのは

かわいがって育成していかなければならない。今この３番目の質問は防災ですよね。

例えば緊急時、四日市の業者、桑名の業者が、建築の耐震工事とか、いろいろ加わ

られましたけど、いざいったときに来るかといったら、来ませんよね。そういうものも踏

まえて、県はこういう指導要綱を出しているわけですよ。 



入札制度も、当然そういうものがあるでしょうけども、防災とかいうものも踏まえて、

そういう育成をしなさいということが書いてあるわけですよね。でないと、もし事故があ

ったときに、先ほど言いましたように、防災訓練の人も仕事もくれんのにやるかという

のが、感情的には出てくるじゃないですか。そういうものも踏まえて、地域の業者を優

先するというのが、この法律でもありますし、県の指導要綱でもあるわけですよね。そ

の辺も踏まえて、今言いましたように、緊急防災も絡ませて、これからの地域の建設

業者の方への指導をどういうふうにするか、もう一度、ご答弁を願いたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   ただいま、藤田議員からご指摘をいただいたとおりで

ございまして、地域建設業の育成方針ということで、こちらの方に書かれております。 

そういった中で、原則として、一般競争入札の適用拡大方針のもとでということで書

かれておるのも現状でございまして、災害とかそういったときには、町内、なかなか遠

くからは来ていただけないという実情もございまして、町内の業者の方に多く入ってい

ただくというのは、私ら担当の者としても常に思っているところでございます。 

 そういったところで、東員町の庁舎内に指名審査会ということで、７名の委員を設け

ておりますので、そういった面も含めまして検討をしてまいりたいと思いますので、どう

かご理解のほどお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   最後になりますけども、また余談ですが、東員町の行財政

のことに関して、３月いっぱいに国の方へ報告されました。それがホームページに載

っております。そういうことも踏まえて、今までの習慣にこだわることなく、改善、改革と

いうのは当然やらなくちゃならない。まして東員町の場合は単独でいっております。そ

ういうものも踏まえて、厳しい財政と言葉で言うだけじゃなくして、改善できるものは改

善していただくように切にお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 


