
○議長（三宅耕三君） 日程第１「一般質問」を行います。 

順番に発言を許します。 

３番藤田興一議員。 

（３番藤田興一君登壇） 

○３番（藤田興一君） おはようございます。 

最近の新聞を毎日見てますと、あまりいいニュースはございません。特に最近、この新聞

紙上で毎日載っているのが、地方自治体議会のあり方というニュースが目に飛び込んで

まいります。その内容を見ますと、自治体の財政に関することや統一地方選が間近に控

えてそれに対するローカルマニフェスト、政務調査費の使途に関して、そして一番大きく載

っていますのは議会の改革ということが本当に目に飛び込んでまいります。 

なぜこんなに急にこういうものが載るかと、やはりその裏には財政破綻を起こしました

夕張市というのが背面にあろうかと思います。今、「第２の夕張になるな」と、それが流行り

言葉となり、行財政改革はいろんな自治体においても行われております。今回のこの東

員町の定例議会の通告の内容を見ますと、７名の方がこの行財政改革に関しての質問を

されるようになっております。それだけ議員としても東員町の行財政に関して非常に前向

きな姿勢で向かっているというふうに受けとめられると思います。 

いろいろな角度から質問があろうかと思いますが、行政としても町民が納得できる答弁

であることを期待いたしまして、私から３点についての質問をさせていただきます。 

１点目でございますが、防災行政無線の個別受信機の配備についての質問をさせてい

ただきます。本来なら町長にお聞きしたいんですけども、次の選挙ということで私の質問

に答えにくい面があろうかと思いますもので、今回は総務部長に質問をさせていただきま

す。 

平成１８年、昨年の１２月の定例議会におきまして、安心・安全のまちづくりということで

防災ラジオの導入について同僚議員からの質問がございました。防災対策の一環として

各戸へ防災無線の受信機を配布すること自体は、私は反対ではございません。しかし、

その計画性について、ただ質問をさせていただきます。 



昨年のその１２月の定例議会のときにおきまして、そのときの総務部長の答弁はこうい

うことを述べておられました。「現在の防災行政無線については、家のなかにいると聞こえ

ない。 

聞き取りにくいというご意見をこれまでも多くの住民の方からお聞きしておりました。私

どもも以前より防災行政無線の受信機についても検討しておりまして、情報収集や見本

品の取り寄せを行うなど導入の方向で進めてまいりました。今後、試作機による町内の受

信状況の確認を行う予定でございまして、早期の導入を図りたいと考えております」という

ような総務部長は明確な答弁をされておられます。さらに次期町長選挙に立候補されて

おられます現町長も、防災行政無線の個別受信機を配備しますと先般の住民の懇談会

において、また公約にもあげられておられます。 

そこで、総務部長に以下の３点について質問をさせていただきます。 

１点目は、この先の１２月の定例議会における総務部長の明確なる答弁を先ほど紹介い

たしましたけども、「個別受信機の配備の理由が防災行政無線が聞こえない、聞き取りに

くい、そのためである」と答弁をされています。ただそれだけの理由で各戸へ受信機を配

備するのが適切なんでしょうか、防災行政無線、すなわち同報無線とも言うと思いますが、

この増設等の考えの案はないのか、あまりにも短絡的な発想ではないかというふうに思

います。再度総務部長にお聞きいたしますけども、個別受信機の配備は防災行政無線が

聞こえにくい等の理由で各戸へ配備されるのですか。今一度明確なる答弁をお願い申し

上げます。 

２点目は、同じこの１２月の定例議会において同じく総務部長は、「情報収集や見本品

の取り寄せや試作機による受信状況の確認を行うなど早期導入を図ります」というふうに

断言もされておられます。さらに佐藤町長は、先の住民懇談会におきまして、また広報等

にも載りましたけれども、「防災体制確立のため全戸配備に向けて試作機の電波受信調

整を行っています」と答えられ、２人も共通して明確に発言をされておられます。 

そこで質問いたしますが、試作機の受信調整の進捗状況、及び受信機の機種１台当た

りの購入金額や工事負担金はいくらなのか、そして電波個別受信機を配備することによっ

てのメリット、デメリットはどういうものがあるものなのかの答弁をお願い申し上げます。 

３点目ですが、これは後ほど詳しくは一問一答で行わさせていただきますけども、ご存

じのように全国瞬時警報システム、すなわちＪ－ＡＬＥＲＴというものがございます。このＪ

－ＡＬＥＲＴに関してどのように認識されておられるのか、またこのＪ－ＡＬＥＲＴを採用し、



同報無線と個別受信機との同調等に関しての計画性について答弁をお願い申し上げま

す。 

以上、３点について総務部長の答弁をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

（総務部長近藤洋君登壇） 

○総務部長（近藤洋君） おはようございます。 

それではただいまの藤田議員の防災無線の個別受信機の配備について、お答えを申

し上げます。 

昨年１２月の一般質問のなかで、防災行政ラジオを早期に配布していただくよう、現在

検討しているとお答えをさせていただきました。防災行政無線につきましては、現在町内

に屋外拡声子局が６９箇所設置をして、住民の皆様にお知らせや緊急時の放送を行って

おりますが、これまで家のなかにいると聞きにくいという声を、多くの住民の方からお聞き

いたしておりました。 

これまでも防災無線の受信機につきましては、各家庭に配置できないかと研究してきた

ところでございますが、費用が高価であり苦慮しておりましたが、昨年、町の防災行政無

線を受信できる家庭用の防災行政ラジオを導入しているという自治体があるとお聞きし、

現在研究を進めているところでございます。 

現在検討しております機種は、リズム時計工業という会社の防災行政ラジオで、全国で

いくつかの自治体が導入をいたしております。購入金額につきましては、すでに購入して

いる自治体を参考にいたしますと、１台当たり約４千円前後で住民の皆様から一部負担

金をいただくのか、また全額町が負担させていただくかについても、これから検討してまい

るところでございます。 

また、全国瞬時警報システムにつきましては、国が事前に察知した災害情報、有事関

係情報を町の防災行政無線を利用し、緊急放送やサイレン吹鳴することにより、全住民

に対して瞬時にお知らせできるもので、町の防災無線を通じて発信するため、町から発信

する情報と同様に防災行政ラジオでも聞くことができるものと考えております。 

安心・安全のまちづくりを考えるうえでも、これからも研究、検討を重ね、早い時期に各

家庭への配布を考えております。よろしくご理解とご協力を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） 大分答弁漏れがあろうかと思います。私は最初に申し上げましたよ

うにね、個別受信機の設置に関しては何ら反対してないわけでございます。ただ、その計

画に関して今質問しておるわけでございますけども、答弁漏れがあった内容はですね、先

ほど総務部長の方から、まだ検討中ということがあったんですけども、先ほど私が述べま

したなかにおいてですね、町長の答弁で試作機の電波受信調整を行っているということを

広報等に載っておるわけですよね。これは多分、住民懇談会に言われておりましたから

広報等に載っておるんですけども、それの進捗状況を教えてくれということを私は最初に

質問したと思います。それに関してどの程度進捗しておるんですか、町長の答弁とあわせ

て答弁のほどよろしくお願いします。 

○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤洋君） お答えをさせていただきます。 

繰り返しになるかわかりませんのですけれど、昨年の１２月にご質問もいただき、また今

回藤田議員さんからご質問を受けさせていただいているわけでございます。先ほども申し

上げましたように、現在、防災行政無線ということで町内に６９箇所を設置させていただい

ておりますけれど、現実風水害などの状況になりますと、どうしても家の雨戸を閉めたりと

か、そういった状況も大いにありますので、そういったところを対応するために以前から進

めておったわけでございまして、現在、議員さん方にもお配りをさせていただいております

個別受信機でございますと、おおよそ４万強の金額がするということで、今回、昨年ですけ

れど格安で持ち運びも簡単でということで、全国的に利用されつつ進んでおるということを

お聞きしましたので、研究をさせていただいておるところでございますが、今までの個別受

信機ですと、家のなかにおって聞くという状況もありますけれど、今回のその防災行政ラ

ジオでございますと、家のなかでももちろん聞くこともできますし、またそのときによっては

外で聞くということもできますので、大いに利用できる方法であるということで認識をしてお

ります。 

そういったことで、先ほど藤田議員さんもお尋ねありましたように、現物も取り寄せまし

て進めておるところでございますが、平成１９年度には実施できるような形で考えておりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。適切な答弁になったかどうかわかりませんけ

ど、ご理解をお願いしたいと思います。 

それと受信調整ですけれど、部屋のなかで現物としては確認をいたしておりますけれど、

現実的にはまだ平成１９年度ということで考えておりますので、１９年度に入りましたら早



期に受信、どういった受信ができるか、どういうところで受信が可能かとか、いろんな点に

つきまして調査してまいり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。 

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） あんまりくどくどと言いませんけども、要するに決論的にはこの個別

受信機というのは１９年度に実施をすると、それで受信調整というのもそれもあわせてや

るということですね。 

それからこれ私も香川県の三木町に行ったときに、これを私も、このために研修に行っ

たんですけども確かにいいものでございます。ただ私はこれ以外に、今あとから言うＪ－Ａ

ＬＥＲＴに関してですね、その調整をメインとして今回質問をするわけでございますが、今

先ほどおっしゃられました１台４千円というリズム時計とかいう業者ですか、それで４千円

というのはそこまで話がいっているんですか。 

それと個人負担というのはまだそこまで考えないということですけども、多分、私どもが

三木に行ったときもこれ４千円ぐらいじゃなかったかなと思うんですよね。それで自己負担

というのはあるんですよ。そのへんもよく検討してですね、前向きに取り組んでいただきた

いと思います。 

それからしつこいようですけど、町長の試作機の電波受信調整を行ってますというの、

今やっているというふうな答弁になっておりますけどもね、やはりこのへんは非常に住民

が戸惑う答弁でございますので、今後、気をつけてですね、現状の内容を説明していただ

きたいと思います。 

それとその３点目のこのＪ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）、これはですね、ご存じ

のようにちょっと講釈になりますけども、この日本が外部からの武力攻撃に対処するため

の基本的事項を定めた事態対処法というのが平成の１５年の６月にできたわけですよね。

これを受けて武力攻撃から国民の生命とか身体、財産を保護するためにできた国民保護

法が、平成１６年６月の１４日に成立したわけです。それにあわせまして東員町の議会に

おきましても、この昨年の３月ですか、定例議会においてこの国民保護条例に関する条例

が２件ほど成立したわけでございます。議員のなかにおいても激論の結果、賛成多数で

可決されて、１８年４月１日から施行されているのは事実でございます。 

私は今、この国民保護法のことに関して云々を申し上げることではございませんが、た

だ、この管轄しております総務省の消防庁の作成にあります国民保護法の概要という欄



のなかにですね、防災と国民保護法の相違、要するに違いというのが書いてあるわけで

すね。それを見ますと、そこには事務的な区分、計画の策定、会議、協議会や対策本部

等の相違がこう書いてあるわけでございますが、やはり防災には災害対策基本法という

法律が適用され、国民保護には国民保護法が根拠法令として適用され、それぞれ違った

法の下で政策を立てて活動を行われております。 

しかし、この２つの法律のなかにですね、やはり共通するものもあります。それは警報

の伝達方法であります。消防庁によるこの市町村国民保護モデル計画という概要書のな

かには警報の内容の伝達方法として、広報車の使用、消防団や自主防災組織による伝

達、自治会等への協力依頼などの防災行政無線による伝達以外の方法も活用するとあ

るわけですね。それ以外の活用というのは何だっていうのが、この全国瞬時警報システム、

すなわちＪ－ＡＬＥＲＴでございます。 

この先ほど総務部長からもありましたように、このＪ－ＡＬＥＲＴの伝達といいますか、警

報は津波警報、地震速報、火山情報や有事なその弾道ミサイル攻撃等々といった対処に

時間的余裕のない事態が発生した場合、人工衛星を用いて情報を送信し、市町村の同

報系防災行政無線を自動起動することによって、住民に緊急情報を瞬時に伝達するシス

テムということでございます。 

このＪ－ＡＬＥＲＴによる送信する情報はですね、大きく分けて１３種類にも及びます。現

在あとで述べますが、これを採用しているところは俗に言うその有事的なものは一切外し

て、地震とか津波とか気象、洪水等に関する伝達方法を取り入れております。このＪ－ＡＬ

ＥＲＴというのが全国的に実証実験として平成１８年の１月１０日から３月７日にかけて、１

５の都道府県と１６の市町村で行われました。この流す情報は気象庁からの津波、地震、

火山の警報等の７項目ですけども、この本年度の２月９日から運用が始まり、４省と１０の

都道府県が参加をし、そしてデータが出ております。今、私ここに兵庫県の市川町がこれ

に参加したということで、市川町の方から書類を取り寄せたわけでございますが、この市

川町というのは人口はちょっと少ないんですけども、その地域は、私もあのへんで一回仕

事をしたことがあるんですけども、非常によく似ているんですね。山間部に囲まれて川が

あって、そして農業というふうな閑散としたところでございます。 

その市川町から取り寄せた資料によりますと、先ほど総務部長もおっしゃられましたよ

うに、この全国瞬時警報システム（ＡＬＥＲＴ）、私はこれものすごくいいと思うんですね。た

だ観念として有事ということは頭から外してですよ、この伝達方法システム自体が非常に

いいと、やはりこの市川町もですね、その個別受信機を配備しておるわけです。いろいろ

話を聞いて、じゃ何でその行政無線ですか、その電柱を増やすことはできないんだと言っ



たら、やはりその地域、いろんな地域のうるさいとか何とかということがあって、結果的に

はその個別受信機を配備したということを聞きました。 

そのなかで私はですね、市川町ほかのとこもそうだと思いますが、ここで採用している

のが携帯電話へのメールも自動受信するということがあるわけですね。これはやはり非常

にいいことだ。だから先ほど言いましたように、私はこの個別受信機というのは非常にい

いと思いますけども、あえてこのＪ－ＡＬＥＲＴとも同調してできないのか、そのへんの答弁

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） お答えをさせていただきます。 

先ほどもお答えをさせていただいておりますけれど、防災行政無線から防災行政ラジ

オに放送が流れるということで、防災行政無線の方へそういう情報が入ってきますと、そ

れに伴いまして防災行政ラジオの方にも当然その情報は流れるということで、可能という

ことで考えておりますので、よろしく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） その言葉を聞いて、今日質問したかいがあったなと思っておりま

す。 

必ずですね、これやっていただきたい。ただ、有事という言葉ですね外していただきた

い。 

この伝達と有事は関係ございませんから、たとえ有事であっても非常に伝達方法としては

いいものでないかというふうに思っております。 

だから、１９年度から最終的な計画、それから配備を研究されている、するということで

ございますけども、一度ですね行政としてもその兵庫県の市川町ですから、日帰りで帰っ

て来れますんでね、このへんのシステムも勉強していただきたいと。 

チョロッと聞きますと、そのＪ－ＡＬＥＲＴのかかる金は、お金はちょっと教えてくれなかっ

たんです。大体６００万円ぐらいかかるということですよ。非常に６００万円で、その１０秒か

２０秒ぐらいガバッとその伝達ができるというメリットを考えますとですね、私はこのＪ－ＡＬ

ＥＲＴというのは非常に採用していいものじゃないかというふうに思っておりますもので、是

非とも頑張って１９年度目指して、配置のほどよろしくお願いしたいと思います。 



次に２点目に入っていきます。 

一般競争入札についての質問を、総務部長に質問させていただきます。 

最近、知事による官制談合事件が継続して３件ほど発生しました。地方自治体の入札制

度を検討してました総務省と国交省は、すべての市町村に一般競争入札の導入する方針

を固めました。この目的は談合や指名停止期間等含めた談合防止策でありまして、９項

目の素案を策定しております。 

さらに地方自治体の入札契約適正化連絡会議というものがございまして、ここはそれを

受けて一般競争入札制度を全市町村に導入することを決定して、この制度を導入してい

ない自治体におきましては残り４３％ほどあるそうですが、今後１年以内を目処に導入方

針を策定するということも決定され、この３月末までに地方自治法の施行令や政省令を改

正、国交省はマニュアルを策定するというふうにも聞いております。 

当然、東員町にもすでに国から何らかの通達が来ていると思いますが、東員町が現在

採用している一般競争入札制度の改定等について、今後の方針について総務部長に答

弁をお願い申し上げます。 

○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤洋君） それではただいまの藤田議員さんの一般競争入札につきまして、

ご答弁を申し上げます。 

入札契約の適正化や公共工事の品質確保の観点から、国土交通省から地方自治体

に一般競争入札と、あわせて総合評価落札方式を導入する旨の指導があり、このことを

含めて全国知事会におきまして公共調達に関する指針のなかで、談合を廃止する入札制

度の改革として一般競争入札の拡大と指名競争入札原則廃止を示し、各市町村におきま

しても拡大に対して配慮をすることといたしております。 

当町におきましては従来５千万円を超える工事に関しまして、一般競争入札を執行して

まいりました。一般競争入札は入札の公平性や機会均等といったメリットのある反面、過

剰競争によるダンピングや地元業者の受注機会の減少といったデメリットも指摘されてお

ります。 

また総合評価落札方式につきましては、一般競争とあわせて応札者の入札額だけにと

らわれることなく、技術力や地域貢献度などを加味して、総合的に評価して落札者を決定

するもので、入札執行するうえにおきましては最も信頼があり、不正行為の抑制も考えら



れますが、導入するにつきましては、発注者が業者の技術力等を総合的に審査する必要

があり、それらに要する時間、事務量が増加することもあり、発注側、受注側にもこれまで

にない負担が考えられております。 

以上のことを踏まえまして十分に検討し、今後、国、県の指導や協力をいただきながら、

適正な入札契約を執行することが大切でありますので、一般競争入札の原則拡大、総合

評価落札方式の導入を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（三宅耕三君） 藤田興一議員。 

○３番（藤田興一君） 私は昨年の６月の定例議会に同じ質問をしたわけですよね。そのと

きに先ほどおっしゃられました５千万円の一般競争入札の金額は適切であるとかですね、

全く改善の余地のない、結論的から言いますとですよ、そういうような答弁をいただきまし

た。国の是正があるからやるのか、これから地方分権とか三位一体のなかにおいて国の

指導を受けるんじゃなくして、やはり我々議員から出た言葉もですね、多少なりとも重要視

していただいてですね、政策に取り組んでいただきたい。 

今回こういうことができて、初めて国、県の指導を受けて検討していきますなんて、これ

からの東員町は非常に残念だと思います。そのなかにおきまして、今先ほどおっしゃられ

ました総合評価システムとかというものは、今回上がっておるわけでございます。ただ私

が残念なのはですね、先ほども言いましたように、我々議員がですよ、そういう適切なる

是正をあびているにもかかわらず何の対応もしなくして、国の対応が来たから検討するな

んてという、そういう姿勢を私は許せないというふうに思っております。 

先ほど総務部長おっしゃられましたように、検討するということでございますから、前向

きな姿勢で検討していただきたいということを踏まえてですね、また一問一答をさせていた

だきますけども、今回の内容で素案が９つ、７つですね、あるわけですね。この１つ１つに

ついて総務部長の答弁を聞かせていただきます。 

この国交省等が出した素案のなかの１番目に、全自治体で一般競争入札を導入、それ

から素案の２として、都道府県、政令市は予定価格１千万円以上の工事を原則として一

般競争入札とするというふうにうたってあるわけですね。先ほど東員町はまだ５千万円で

やっておるわけですけども、今言った、この一般競争入札はもう導入していますからいい

ですよね。この２番目の１千万円以上の工事となってますけど、この１千万円という金額に

関して東員町は今後どういう対策をするように考えておられますか、答弁をお願いしま

す。 



○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤洋君） お答えをさせていただきます。 

現在、５千万円ということで設定をいたしております。その５千万円につきましては今後も

うちょっと低く設定をさせていただくということで、内部で今現在調整をしておるところでご

ざいます。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） 都道府県と政令市が１千万円にしようとしておるんですよね。当然、

東員町においてはですね、この額から下がるべきだと思いますよね。その辺も踏まえて検

討していただきたいというふうに思っております。 

それから指名競争入札、先ほどおっしゃられました。これが談合の根拠になるというふ

うに言われております。例えばこの東員町のですね、先ほど言われましたように５千万円

以上が一般競争ですから、それ以外ほとんど指名競争ですね。その指名競争の内容を

見ますとですね、平成１７年度における一般競争は３件なんですね、指名競争は５０件。こ

の１８年度におきましては一般競争はわずか１件、それから指名競争は５８件あるわけで

す。 

先ほど総務部長もお答えになられましたけども、この指名競争もですね、適用条件を厳

格化し縮小するというふうにあるわけですよね。この厳格化し縮小する、東員町はどういう

ふうな方針でもっていかれるか、答弁をお願いします。 

○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤洋君） お答えをさせていただきます。 

今現在、一般競争入札でございますけれど、東員町の状況といたしましては約５０日前

後の日数がかかっております。その点でこの近隣の、例えば四日市さん、それから菰野

町さん、そういったところの状況も取り寄せて今、内部で検討しておるところでございます

けれど、おおよそ２３日間ぐらいで入札をしておるという現状でございます。 

その四日市さん、それから菰野町さんの内容ももう少し詳しく調査する必要もございま

すけれど、現在の東員町の一般競争の入札のやり方について、この点については省けな

いかとか、そういった中身を検討して、極力その日数を縮めることによって、現在５千万円



の入札に対してもっと金額を下げて執行できるものということで、この点につきましては庁

内に設置しております指名審査会の方にも協議して進めてまいりたいと思っております。 

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） あんまり時間がないもので早い目にいきたいと思います。 

その今の指名競争に関しての縮小、よろしくお願いしたいと思います。 

それから先ほど総務部長がですね、総合評価入札方式と言われてました。これは別に新

しい方式ではないんですよね。もう昔からあったわけでございます。それでこの東員町の

発注の中身を見ますとですね、ここまで総合評価方式までやるかということになってくると、

発注の金額からいきますとですね非常に難しい面がある。だけど発注の金額にかかわら

ずですね、やはりこれはやっていただきたいと思っています。この総合評価方式というの

は、先ほど言いましたようにね、工期の短縮とかで公害対策とか、そういう設計にないも

のをやって、それに対して評価をしてそしてやるということですから、この一番の大きな利

点というのは最低入札したから、そこが落ちるということじゃなくて、そういう評価をしたこと

によってですね、要するに談合防止策なんですね、１つのね。ということで、これは発注の

金額にかかわらず採用していただきたいというふうに思っております。 

そしてまたこれはですね、雇用の中小企業の受注機会の配慮をうながすことも目的に

しておりますもので、私もずっと言っておりますように、要するに防災も絡み合わせて、や

はりいざというときにはやはり地域の業者の育成ということも考えますとですね、こういう

システムは大いに取り入れてこれからの競争入札にさせていただきたいと思っております

ので、前向きな検討をよろしくお願いしたいと思います。 

それから素案の５に、入札監視委員会を置いていない市町村は早急に配備するという

ようなのがありますけども、私この入札監視委員会というのは例規集を見る限りそれはあ

りませんけども、これはどういうことであり、また東員町は今後この改定に基づいてですね、

どういう配慮をなされるのかの答弁をお願い申し上げます。 

○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。 



先ほどからもご答弁させていただいておりますけれど一般競争入札、それと総合評価

入札の方式、そういったことで現在東員町が執行しております入札制度そのものも、ここ

近年、状況が大いに変わってきておるという現状であります。 

その現状として監視委員会というところにつきましては、現在設置しておりませんですけ

れど、今後いろんなその総合評価方式、それから一般競争等々の状況が相当変わるな

かで、その点につきましても当然検討する必要がございますので、これにつきましても指

名審査会の方で情報等も取り入れまして、検討進めてまいりたいと思っておりますので、

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） 私が今申し上げております素案というのがですね、これほとんど法

律化に近いもの、要するに条例化されますからね、本当に前向きな姿勢で取り組んでい

ただきたいと思っております。 

それからその素案６にありますこの新しい言葉なんですけども、入札ボンドですね。ご

存じですよね。この入札ボンド方式もどういうふうにとられるのか、今まで入札をするとき

にはですね、これ合っているかどうか知りませんけども、この例規集を見ます限り見積金

額の１００分の５以上の入札補助金ですか、もし間違ったらごめんなさいね。それから契

約締結後には契約金額の１００分の１０の契約保証金を納付するというふうに書いてあり

ます。  

ただ、この入札ボンドというのはまた違った保証の仕方なんですよね。そういうこの入札

ボンドについて、やはり同じように先ほどの評価システムとあわせましてですね、この入札

ボンドというのはどういうふうに取り組んでいかれるのか、答弁のほどお願い申し上げま

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。 

入札ボンド制度といいますのは、入札参加にかかる業者の信用力の調査を保証会社

に保証させるという、そういった制度であるということは認識しております。そういった点で、

先ほど来申し上げておりますように、いろんな面で総合的に検討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） じゃこの入札制度に関しては、総合的に検討しておられるということ

でございますもので、それを信用して２つ目の質問終わらさせていただきますけれど、こ

れは冒頭に言いましたように、この３月末には国交省等はですね動き始めますんでね、１

９年度とかそういうことをおっしゃられずにですね、もう次の６月の定例議会ぐらいまで町と

しても方針を出していただきたいことをお願いして、２つ目の質問を終わらさせていただき

ます。 

最後の３つ目の質問でございますが、行財政改革に関する「広報とういん」の掲載につ

いて、同じく総務部長に質問をいたします。 

平成１７年の７月に、町長を本部長とする東員町行財政改革推進本部という組織が立ち

上げられ、そしてその年の１２月に東員町行政点検調書となるものが発行といいますか提

出されました。この中身は現状と課題や見直しを述べたものであり、すなわち改革計画の

たたき台の内容だったと思います。さらにこの東員町行政点検調書を基にですね、この同

年の１２月に策定されたのが東員町行財政改革推進計画検討（案）でございます。 

この調書と検討（案）に対して我々議員も説明を受け、勉強もさせていただき、それなり

の内容も提案させていただきまして、平成１８年の１月１８日に担当部署よりも説明はあり、

そこで昨年、平成１８年の３月に策定されたのが東員町行財政改革推進計画、俗に言う

集中改革プランでございます。この集中改革プランには行財政改革の主要施策として７つ

の施策があげられております。 

この７つの施策に対して「広報とういん」の平成１８年６月号から、平成１９年１月号まで

の８回に分けて概要と施策の８つの項目で掲載されました。この掲載記事を見ますと、す

べてが文書、すなわち語句で形成されております。末尾には何々とします。このように努

めます。何々を推進します。図ります。検討します。どういう考え方ですとか、非常に聞き

にくい言葉ばっかりで抽象的な言葉ばっかりでありました。 

目的に対する内容、その目的に対する数値、それに対する年度、そういう数字的なもの

は何ひとつ書かれておりません。果たして大きなお金をかけて各戸に配布されたこの「広

報とういん」のなかにおいて、東員町が目指すこの集中改革プランを果たして住民はです

よ、町民は本当に理解したのか、非常に疑問を抱くところでございます。これがまず１点目。

そういう計算の仕方で良かったのか、これを総務部長にまず１点目として、一つ目としてお

伺いいたします。 

次にですね、昨年の１２月にこの東員町行財政改革推進計画実施計画（案）と実施計

画個表が我々に提出されました。これに対して住民への公表や伝達、これをどういうふう



に考えておられるのか、是非とも私は「広報とういん」に載せていただきたい。それを載せ

ることによって、先般掲載されましたその中身のさらなるフォローだと思います。そういう伝

達や公表をどのようにするのか、この２点について総務部長の答弁をお願い申し上げま

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さんの行政改革の「広報とういん」掲載に

ついてのご質問にお答えをさせていただきます。 

昨年度、東員町の継続的発展を支える改革を推進方針といたします東員町行財政改

革推進計画、いわゆる集中改革プランを議員の皆様に、それから行財政検討委員の皆

様からご意見をちょうだいをしながら策定をさせていただきました。この計画は本町が取り

組むべき行財政改革の基本的な事項を定めたものでございまして、その主要施策をシリ

ーズで「広報とういん」に掲載をさせていただきましたところでございます。 

しかしながら、主要施策の「広報とういん」への掲載のみで、住民の皆さんに行財政改

革に対する十分なご理解を得たものとは思っておりません。現在、具体的な行財政改革

の内容と、実施年度を明確にした実施計画の策定に鋭意取り組んでいるところでありまし

て、この計画が間もなくできる見込みでございます。具体的には取り組み事項につきまし

ては改革を進めるにあたりまして、住民の皆様にご負担を願わなければならないこともご

ざいますが、理解と納得をいただきながら改革を進める必要がございます。 

そのため、先日も「東員町に行財政改革はなぜ必要か」と題しまして、講演会を開催を

させていただきましたところでございます。講演会では会場から質疑もいただき有意義な

講演会であったと思っております。講演内容は当日会場にお越しいただくことができませ

んでした皆様にもご覧いただきたく、現在プラムチャンネルで放映をさせていただいており

ます。また、今後も実施計画に対するご理解をいただきたく、「広報とういん」にわかりやす

い形での掲載を心がける必要があるとともに、ホームページでの掲載も行うことといたし

ております。 

いずれにいたしましても職員一人ひとりの改革意識の高揚はもとより、折にふれ行財政

改革の必要性をご案内することにより、住民の皆様のご理解をいただく必要がございます。

そういった努力が改革の効果につながるものと考えております。またこれまで行政は、計

画策定後の点検、評価、改善、どちらかと申しますとなおざりになりがちでございましたが、

しっかりと点検、評価、改善を行い、効果を検証していくことといたしておりますので、よろ

しく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） 今の部長の答弁はね、どういうふうに広報等に載せていくかという

ふうに私は質問したと思うんですけど、私の聞き逃しですかね。どういうふうに公表してい

くか、それはお答えになられましたか、今。なられた。 

この実施、東員町行財政改革推進計画の実施計画（案）というのはですね、この集中

改革プランにあげた７つの施策に関してですね、この１８年度から２２年までの５ヶ年に、

具体的な行財政改革の推進内容を明確にした施策をやられるわけですよね。そのなかに

今、総務部長もおっしゃられたようにですね、俗に言うこれマネージメントサイクルというの

がありますよね。 

今、総務部長がチョロッとおっしゃられました。そこに抜けてたのは計画が抜けていまし

たよね。このマネージメントサイクルというのは何ですか、もう一度このサイクルの４項目

を言ってください。 

○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。 

ちょっと余分なことかわかりませんのですけど、町の広報に載せさせていただきました

のは、まず東員町の行財政改革全般を住民の皆様に知っていただくということで、計画自

体を各月ごとに載せさせていただきました。それと今、ご質問でございますが、まず計画、

それから実施、点検評価、それから見直し改善ということで、プラン・ドゥー・チェック・アク

ション、そういったことで進めていく必要があると考えております。 

現在、推進計画の実施計画の個票をまとめさせていただいておるところでございまして、

これが固まった時点で、当然住民の皆様にも公表していく必要もございますし、それを逆

に点検評価、それから見直し改善、そういったところにつきまして検証というのですか、住

民の皆様の方で目を光らせていただいというか、そういう必要もございますので、詳細に

つきまして公表させていただくということで考えております。 

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） この行財政改革推進計画のなかにですね、７１項目あるわけです

よね。 



私は今回この「広報とういん」をそれを有効的に利用してですね、それを住民に伝達し

てくださいということをお願いしておるわけでありまして、先ほど冒頭に言いましたように、

この行財政改革に関する質問がですね、私を含めて７人の方やられるわけですよね。非

常にそれだけ議員も真剣に考えてますし、その答弁を住民がどうとるかということございま

すので、本当に真摯に考えていただきたいというふうに思っております。 

それから先ほど総務部長からも説明がありましたですけどもですね、このマネージメン

トサイクルをどういうようにやるかというのをですね、この計画書のなかにこういうこと書い

てあるわけです。今言われましたプラン・ドゥ・シー・チェック、昔はシーと言ったんですけど、

プラン・ドゥ・チェック・アクションですね、この４つのマネージメントサイクルを確立して、そ

の進捗状況を公表していくこととしますというふうには、はっきり書いてあるわけです。これ

書いてあるんですよ。だから私は今回これを「広報とういん」を利用して、そしてほかの同

僚議員からまたあといろんな質問がありますけども、そういうものもあわせてこの行財政

改革、行革ということをいかに我々もこうして勉強しているか、それに対して行政もどうして

向かっている、それに対する住民の反応はどうなのか、これが私は改革だと思っておりま

す。そういうものを有効的にこの「広報とういん」を利用して公表していただきたい。という

ことをお願いして私はこの「広報とういん」の掲載について質問させていただきましたもの

で、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

これをもちまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

 


