
○議長（川杉美津江君） 一般質問を続けます。 

 14 番 門脇助雄議員。 

              （14 番  門脇助雄君  登壇） 

 ○14 番（門脇助雄君） ８月 26 日、私の住んでおる長深北守地域で防災訓練が行われ

ました。 

 お隣に住んでみえる元自衛隊の幹部の方で、阪神大震災でいち早く現地において自

衛隊の最高責任者として指揮をとられたときの体験談を聞かせていただきました。その

一部分を紹介しますと、地震で避難するときはガス・プロパンガスの元栓を閉める。そし

て家庭内にあるいろいろな電化製品のコードを抜いていく、さらに電源の元であるブレー

カーで電源を切って避難することで、地震のあとで起きる火災を最小限に食い止めること

ができるという、貴重な教訓を教えてもらったお隣同士の防災訓練でございました。 

 大きく分けた３点の問題点に移らさせていただきます。平成 15 年から長深のクリーン作

戦の会が活動を始め、「里地・里山」の保全活動、ごみ不法投棄、犬の糞の放置防止、

あるいは紅葉の苗を植えたり、そして集落内での道路、山林・農地等で景観の悪い見通

しのきかない危険な場所などを、月１回の割合で伐採や清掃などを実施しておる団体で

す。 

 さらに今年から、５年をかけて農地の耕作放棄地に花菖蒲をつくり、地域のふれあいの

場として利用したいと環境保全に汗を流していただいておる団体です。私は３年前の平

成 16 年 12 月定例会で、その団体育成支援をお願いしたら、町長は三重県に里地・里山

の保全活動を支援する制度があるので、その制度を活用して推進を図るとの答弁があり

ました。しかしその後、時間の経過だけで何ら活動に支援策もなく、今日に至っておりま

す。それらを踏まえてこの平成 16 年から県への働きかけ、あるいは県への評価、いつ・

どういう形でやられたのか、お答えをいただきたい。 

 そして地球温暖化環境保全に机の上の討論でなく、現場第一主義で汗を流して地道な

活動している団体育成こそ急務です。町も支援体制を真剣に考え、あるいは真剣にそれ

らの団体を応援していただきたい。町長の答弁を求めます。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

              （町長  佐藤  均君  登壇） 



 ○町長（佐藤 均君） 門脇議員のご質問に、お答えをいたします。 

 「長深クリーン作戦委員の会」の活動につきましては、自分たちの住む地域を住みよい

地域にすることを目的として、ごみの不法投棄、飼い犬の犬糞放置防止活動をはじめ、

里山を保全するための雑木の伐採や耕作放棄地を借り上げ、花菖蒲やコスモスを栽培

し、景観整備を行っていただいております。このような保全活動は、環境面や防犯面など

からも大変重要なものと認識をいたしており、感謝を申し上げるところでございます。 

 町といたしましても、同団体の活動を高く評価させていただいていることから、本年度の

三重環境活動賞の表彰団体に推せんをさせていただいたところでございます。今後も継

続して活動いただくためにも、農地・水環境保全対策事業で活動いただいております「三

和集落資源エコ隊」とも、より一層の連携を深めていただき、国・県の支援制度を活用で

きるものは助言をさせていただき、活動の支援を行ってまいりたいと考えております。 

 また、町内には「長深クリーン作戦委員の会」だけではなく、数多くの団体がそれぞれ

の地域、また地域を越えてまちづくりのために活動をいただいております。この場をお借

りして改めて御礼を申し上げます。それらの数多くの団体につきましても同様に、継続し

て活動いただけるように助言をさせていただいたり、一緒に勉強させていただき、活動の

支援ができるよう努めさせていただきたいと考えておりますので、よろしくご理解のほど

お願いを申し上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 門脇助雄議員。 

 ○14 番（門脇助雄君） その「長深クリーン作戦委員の会」の会員は 12 名で構成されて

おります。 

平成 15 年から荒れ放題、放ったらかしの山林から生活道路、あるいは通学道路にはみ

出している樹木、竹の伐採から始まり、現在も月１回の割合で集落内の道路・山林・農地

などの景観の悪いところ、あるいは見通しの悪いところ、昼間でも暗いところなどの伐採・

清掃などを行っております。 

 おかげで見通しが良くなり、あるいは明るくなり、交通事故あるいは犯罪を、集落内か

ら発生防止などに、その功績は非常に大きなものがあります。しかし、先程言われた表

彰だけでは活動費としては自治会よりの補助金だけです。その補助金もチェンソーの刃

の取り替え、あるいは燃料代に消えてしまいます。町内にも先程来、同僚議員が質問あ

りましたように、いろいろな団体や組織に補助金が出ております。平成 15 年から月１回、

12 名の会員で自分の家から作業車、あるいは自分の家から作業道具持参で、本当に現

場で汗を流して環境を少しでも良くしようと地道な活動をしている、その団体育成こそ支



援するべきです。これからの活動に励みになるように支援をお願いして、町長の答弁をも

う一度いただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 いつだったか、ちょっと記憶はございませんけども、皆さんと懇談と申しますか、その場

に呼んでいただきまして、委員の皆さんと懇談させていただいた経緯もございます。長深

地区は竹やぶが非常に多い地域でございますので、道路に被ってきておる竹等を伐採

したり、いろいろのことをエコ隊とも絡んでおりますし、クリーン作戦とも絡んでおりますけ

ど、いろいろのことを支援させていただいておるということで、懇談の場に参加をさせてい

ただきました。これからもいろいろと支援をできる部分は、一生懸命支援をさせていただ

きますので、ご理解をいただきたく思います。以上でございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 門脇助雄議員。 

 ○14 番（門脇助雄君） そういう今までの苦労は、町長も評価をしてくれました。しかし、

何と 

言ってもガソリンも高なっております。燃料代にほとんどの自治会の経費が消える現状も、

もう一度認識を改めていただきたい。 

 さらに今年の６月には、その「長深クリーン作戦委員の会」は、耕作放棄されている農

地に、これから５年間かけて花菖蒲園をつくろうということで、菖蒲の株分けをしてくださ

いと愛知県の碧南市長さんに直接手紙を出してお願いしました。そうしたら快く応じてい

ただき、７月 12 日の日に碧南市まで自分たちの車で花菖蒲の株分けを受け取りに出向

き、会員のトラクターで粗起こしして植え付けが終わりました。長深環状線には東海イン

ター、あるいは近くジャスコが進出してきます、それらの場所はそれらの土地は優良農地

でした。今回のジャスコも優良水田が 10 町歩ほどなくなります。そうしてその現在の農地

はこれからは宅地並み課税に変わります。 

 さらに町はジャスコが進出ということで、建物の固定資産税あるいは法人税、償却資産

税などもろもろの町税収入は、毎年約私の計算ですが２億円の税増収になると思います。

農業に土地がなくなったら陸にあがった河童です。町はその税金の増収になる２億円の

一部分を長深で東海環状線東員インターでなくなった。あるいは今回のジャスコでなくな

ったあと保全に、全力で汗を流していただいておる、里地・里山の保全活動費に少しでも



回していただき、汗水流し真剣に取り組んでいる「長深クリーン作戦委員の会」の育成に

回してもらいたい。 

 世界も国連も日本も地球温暖化を最重要課題として動き出しました。毎年減り続ける

緑地面積を少しでも増やそうと、現場で本当に机上設計やなしに、机上上の問題ではな

く汗を流して地道な活動をしている団体育成こそ急務です。もう一度町長お答えいただき

たい。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 午前中から議員さんからいろいろ行財政改革等の問題で、いろいろご指摘をいただい

ております。いずれにいたしましても、全国の市町村、財政的に厳しいということで苦労を

しております。東員町も同じでございます。そんな中でですね、やはり企業誘致は避けて

通れないということでですね、今回イオンさんの誘致を一生懸命させていただきました。 

 大切な農地をその企業のためにご提供をいただく、その辺は私も十分承知をいたして

おります。これからですね、そういうとこに何ができるかを一生懸命皆さんとご議論させて

いただき、報いる方法があれば一生懸命努力をさせていただきたいと思います。 

 いずれにいたしましても、東員町もやはり財政上からそういうことをお願いをしてきたと

いう経緯もございますので、どうぞその辺はご理解をいただいてですね、どうぞ地域の自

分たちの地域を自分たちで守っていく安心・安全のまちづくり、そんなことにですね、なお

一層ご支援をいただきますように、お願いを申し上げたいと思います。頑張らせていただ

きますので、よろしくお願いをしたいと思います。以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 門脇助雄議員。 

 ○14 番（門脇助雄君） 「長深のクリーン作戦委員の会」、この運動に十分財政的な支

援を考慮していただくという解釈で、次の問題点に移らさせていただきます。 

 ７月 14 日の台風４号は雨台風で、７月に日本へ上陸した台風としては記録的な強い台

風でした。町内を流れる２級河川員弁川と、その支流の三狐子川・藪川・戸上川・藤川・

山上川及び弁天川の下流等は、上流のゴルフ場、あるいは工場、住宅団地等の乱開発

と山林放棄で一旦水は想像以上です。しかも、上流から運ばれてきた土砂が堆積し、川

床はせり上がっております。 



その流れてきた土砂は肥料分を含み、肥えた土砂で雑草は生い茂り、川幅は狭くなって

おります。 

 特に、三狐子川上流の山は荒れ放題、手つかずで放ったらかしの山で、その山林には

保水能力はありません。企業や団地開発で最も危険な２級河川です。１年前の平成 18

年のちょうど９月定例会で私は同じような質問をしております。町内の２級河川の早急な

河床整理を訴えました。町長は三狐子川の中上地内でのあのＬ字型に曲がった部分の

土砂撤去を県が行ったとの答弁でした。18 年度、県が行った河川・治水対策は、その中

上地内の土砂撤去のみで、その後、何ら抜本的対策がなく、先送りされたままで今年の

台風シーズンを迎えました。 

 これでは住民の不安は募るばかりです。行政不信も聞かれます。特に三狐子川は豪

雨のときの増水、堤防から乗り越してくるあふれる危険な状態です。対策として町内２級

河川全川の河床整理、河床の掘り下げなど、早急を治水対策を強く要望いたします。 

 さらに、町道南大社中上線の国道 365 号線の地下道は、少しの雨でも路面は冠水状

態になり、通行止めになるのが現状です。設計上に何か無理があるのか、将来、東海環

状線の開通を迎えるわけですが、これで大丈夫か、今のうちに抜本的な対策をすべきで

す。そして６月から員弁川左岸の念仏橋付近での油流出、あるいは堤防崩壊が進んで

おります。抜本的な治水対策などの取り組みを伺いたい。町長の答弁を求めます。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） ご質問の町内の２級河川の水害等につきまして、お答えをいた

します。 

 まず、一つ目の三狐子川の河床整備等の治水対策につきましては、町内の２級河川で

は環境の変化などにより、以前に比べまして河床に雑草が繁茂し、流水の妨げの一因

にもなっており、治水上の安全度が低下していることから、河川管理者である県桑名建

設事務所に対しまして、再三河床整理等の処置を講じられますよう、強く要望を行ってお

ります。 

 特に三狐子川につきましては、７月の台風４号の影響により増水し、堤防の一部から

農地に越流したことを受け、県に対し被災報告と治水上の安全対策を早急に実施される

よう強く要望をいたしましたところ、特に雑草が繁茂している区間を中心に、延長約 900

ｍにわたりまして、河床整理を８月末から行っていただいております。今後も施工箇所以

外の部分や、他の河川についても引き続き適切な処置を講じられるよう、県に対し強く要

望を重ねてまいります。 



 次に、中上南大社線の国道 365 号バイパスとの交差部分の冠水につきましては、三

狐子川の増水により、周辺農地等からの排水を三狐子川に放流する排水路の放流口が

閉ざされることにより排水路から水があふれ排水ポンプの能力以上の水が流入し、放流

ができずに道路に冠水するものでございます。現在の排水ポンプの能力では、冠水を止

めることは困難であることから、ポンプの排水能力や放流口の位置などの技術的な面に

おいて、現在検討を行っておりますので、その結果が出次第、河川管理者の県と協議を

行いまして、改善策を講じてまいりたいと考えております。 

 次に、員弁川左岸の念仏大橋下流付近での油流出への取り組みにつきましては、６月

17 日に通報を受け、念仏大橋下流左岸で確認しましたので、直ちに桑名農政環境事務

所、桑名建設事務所、員弁警察署、桑名消防署東員分署、桑名市に通報をいたしました。

流出場所を確認しましたところ護岸からしみ出しており、原因を特定することができませ

んでした。桑名建設事務所がオイルフェンスを張り、吸着マットで回収しましたが、油がオ

イルフェンスの外に流出するため、仮設堤防を設置し下流への流出を防ぐ措置がなされ

ております。流出元につきましては、現在県において調査がなされているところでありま

す。 

 次に、堤防崩壊への取り組みにつきましては、７月 10 日に降った雨及び 12 日から降り

出した雨の影響によりまして、念仏大橋北詰約 50ｍの上流の員弁川左岸において、護

岸の河床が洗堀されまして、翌日の 13 日に約 60ｍにわたり土羽護岸が崩壊したもので、

直ちに堤防道路の町道山田筑紫南線を通行止めにし、河川管理者であります三重県桑

名建設事務所が仮復旧工事を行いました。この７月 13 日から７月 17 日の梅雨前線によ

る豪雨及び台風４号に伴う被害につきましては、国が特別な財政措置を行い、災害復旧

事業として取り組むこととなり、現在、県では本被災箇所についても災害復旧事業として

採択されるように、今月９月 13 日からの国の災害査定の準備を進めているところである

と聞いております。 

 その後、災害復旧事業に採択されまして、その復旧にかかる事業費が予算化されるな

ど、順調に条件が整った場合は、員弁川の流量が少なくなる時期には、災害復旧事業に

着手されるものと考えております。よろしくご理解賜りますように、お願いを申し上げます。

以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 門脇助雄議員。 

 ○14番（門脇助雄君） ちょうど１年前の平成18年９月定例会でも町内２級河川の河床

のせり上がりの危険対策を強く要望しました。今のお話にもありましたが、町長は平成18

年度は桑名市境のあのＬ字型に曲がった部分の土砂撤去だけを県が行ったとの答弁で



した。そして本格的な町内２級河川の河床整理は先送りされる中での、あの７月 14 日の

台風は記録的な雨でした。東員町でも 17 時 50 分には 360┝を、そして７月 14 日では合

計 130┝の雨量を観測しております。 

  上流の山林荒れ放題、放ったらかし、手つかずで、山林にはもう保水能力はありませ

ん。それに伴う土砂流出で川の水は青く澄んでおるもんやと思うておったら、今の台風で

流れてくる水は赤く染まった泥水です。これでも雨水かと思われます。しかもその三狐子

川は特に川幅が狭く河床は高くなっております。そして下流は桑名市へいっております。

あの坂井橋の西で員弁川に合流するまでは２回も３回も大きく曲がって、町内のほかの

２級河川と比べると、延長は三狐子川は町内２級河川では員弁川に届くまでには一番遠

い河川です。 

 そんな７月14日の夜の豪雨はいろいろな問題が起きました。東員町と四日市境の郡界

付近では、東員町内に野積みしてある土砂が流れだし、四日市市民の方の生活環境に

不安が起き、もう 30 分も長く雨が降り続いたら大変な事態になる寸前でした。そして 14

日、緊急体制で出勤しておる町の総務、あるいは土木課長と電話連絡をして、その現場

も把握しました。そして７月 14 日はそれらの被害の後始末、あるいは住民の方々の苦情、

そして具体的な取り組み構想が目に見えた形でなければ、目に見えた形で答えが出な

ければ、町民の方々の納得はされませんでした。不安は募るばかりでした。何とか後手

後手の対策ではなく、１日も早い成果が出たと言える対応をお願いしたいと思います。 

 そして、先程の町長の答弁にありました、三狐子川の 900ｍの雑草刈り取りは確かに

やってくれました。しかし、残された部分の雑草刈り取り、あるいは土砂撤去の見通しと、

町内すべての２級河川についてお答えいただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 河川の改修なんですけども、員弁川の本流と言いますか、員弁川そのものの改修がで

すね、現在、まだ東員町までのぼってきておりません。皆さんご承知かと思うんですけど

も、星川付近で頭首口も含んだ一部改修がなされております。員弁川そのものの改修計

画をお聞きますと、もっと下、桑部、もっと東、それすら改修ができていない。そこで員弁

川の川幅が首を締めておる、そういう状態でございます。そこらをきちっとしないと支流の

水が上手くはけない。そんな状況でございますので、なかなか支流の改修までは及ばな

い。 



 せめて、今いろいろご指摘の河床整理、このことにつきましてはほかの河川も、年度初

めにはきちっと県のほうへ毎年毎年要望を上げさせていただいております。しかしながら、

残念ながらなかなか河川改修の計画すらにも上がってこない、そんな状況でございます

けども、私どもとしては事あるごとにそういう河床の整理とかいろいろなことを要望をして、

安心・安全のまちづくりにこれからも一生懸命努力をさせてもらいますので、どうぞ議員

の皆さんもご支援をいただきたい。 

 いずれにいたしましても県の河川でございますので、なかなか厳しいこともございます

ので、ご支援をよろしくお願いを申し上げたいと思います。以上でございます。 

 ○議長（川杉美津江君） 門脇助雄議員。 

 ○14 番（門脇助雄君） 町長の今日までの県に対する要望等の努力は評価いたします

が、しかし、昭和 34 年９月 26 日のあの伊勢湾台風から 40 数年、もうすでに 50 年になろ

うとしております。堤防の決壊あるいは浸水、そして多くの犠牲者、多くの死者の出た、

あの恐ろしさが忘れられようとしておる今日でございます。治水対策に万全を期していた

だきたい。そして住民の不安解消を姿で形で応えていただくよう、机上だけではなしに現

場で土砂撤去、あるいは雑草の刈り取り等々も目に見えた形でやっていただきたい。 

 それと、その若干答弁漏れがありましたんですが、あの三狐子川の 900ｍの雑草刈り

取りはやってくれましたが、土砂撤去やその後の残された上流や下流の、残されておる

雑草刈り取りはどういうふうな段取りになっておるのかも伺いたいと思います。いずれに

しろ県の治水対策はどうしても後手後手に回っております。抜本対策、早急な治水対策

を強く要望して、もう一度町長の答弁を求めます。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 先程の 900ｍ部分につきましては、雑草を刈ってですね、そして土砂撤去はさせてい

ただく、させてもらうと言いますか、県がしてくれます。それ以外のとこは今のとこはする

という返事はいただいておりません。まず 900ｍだけさせていただくということでございま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 門脇助雄議員。 

 ○14 番（門脇助雄君） ６月になってから、あの員弁川にかかる念仏橋の東の左岸で、

油の流出が続いております。先程の答弁の中にもありましたオイルフェンスやら土嚢堤



防をつくったり、さまざまの工事が進んでおります。しかし、この付近は元は砂利の採取

場でございます。どうもそれらを考えていくと、砂利をとった跡へ何とも知れん土を埋めた

んやなあと、素人考えでは考えられます。しかし、あの油流出があった現場から下流に

は桑名市、あるいは朝日町の水源地があります。とても他人事とは思えない。対策等は

どうなっておるのか、県の対応をお伺いしたいと思います。 

 さらに、その現場の上流の念仏橋の西の左岸で堤防の崩壊がありました。先程の答弁

のように国の災害査定を受けて、これから事業が進んでいくとの答えでした。しかし、実

は昨年４月 11 日の豪雨で大社橋のあの西の左岸で同じように堤防の崩落がありました。

２級河川の員弁川に面した工事を町が国の事業採択を受けて、工事を行った経過があ

ります。県の管理する２級河川の対応には、若干町がかみ込んでいくのかということで私

は質問し、どうも理解に苦しむ結果が出ました。今回の工事は員弁川左岸で直接員弁川

に面しておる部分です。２級河川であるが大社橋でやったような工事、町が担当してやら

れるのか、あるいは県の直轄事業として国の補助金を受けて県がやってくれるのか、そ

こいらもお答えいただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 まず油の流出、念仏大橋の下なんですけど、これは原因がわからない。なぜそこへ油

が出てくるのか、どういうことでということが原因がわからない状況でございます。当然、

県河川への流出でございますので、県がいろいろ調査をされておる。ただ本川への流出

でございますので、その流出した油を本川へ流しますと、先程桑名市・朝日等が上水を

取っておりますので、大変な大きな問題ということで今、食い止めておる。一旦食い止め

てそこをポンプでかい出して、外へ放出をしておるというような状況でございます。 

 それと、その上の堤防の崩壊でございますけど、基本的には大社橋上の町のやった災

害復旧とは違うという、今回の堤防は員弁川の堤防そのものでございますので、当然県

が主体になって県が工事を行う。県が災害のお金で県で直してもらう、東員町は関係が

ございません。大社橋の場合は、上は員弁川の本堤防ではなかったため、堤防ではな

いということで東員町が工事をさせていただいた。それが町の町道に認定しておるため

に、東員町がさせていただいたということでございます。そういうこと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（川杉美津江君） 門脇助雄議員。 

 ○14 番（門脇助雄君） はい。時間の関係で大きく分けた三点目に入ります。 



 笹尾東地区の幼保一体施設の一般競争入札では、11 社すべてが辞退したので、当初

予算の約２億 5,000 万円に 6,000 万円を引き上げ、増額補正して９月５日、改めて再入

札が行われました。同じようなことが神田学童保育所でも起きております。説明によると

長期にわたり技術者を配置できない、採算が合わない。しかし、本音は闇から闇でわか

りません。入札参加辞退は業者の自由ですが、もっとほかに理由が考えられます。国や

地方自治体の公共事業削減の影響で、厳しさを増しておる中で、若干仕事のなくなった

仕事が減っておるのに、入札辞退ということは素人の我々には理解に苦しみます。 

 そこで、町の入札辞退届の書式に理由を記入して提出してもらい、少しでも納税者にわ

かるように説明できるように透明性・公平性・競争性は原則ですが、理由を把握し、今後

の入札参考にしていただきたい。参加業者に協力を求めていただきたい。そして今回の

前代未聞の事件を教訓に、公共事業の測量設計コンサルタント、そして工事などすべて

に最低制限価格を導入し、請け負った業者は責任を持ってやってもらい、何でもかんで

も安ければ良いという考えを改めて失格などの処置も考え、税金を使った公共物の品質

向上に努めていただきたいと思います。答弁をお願いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 安藤修平副町長。 

              （副町長  安藤修平君  登壇） 

 ○副町長（安藤修平君） 門脇議員からいただきました入札に関するご質問に、お答え

を申し上げます。 

 公共工事等の入札の執行にあたりましては、その時代背景によって、その都度透明

性・公平性・競争の原理を念頭に置いて実施をさせていただいております。初めに入札

辞退届についてでございますけども、入札辞退届は書面による明確な意思表示としてお

ります。その後の入札において業者が不利益な扱いを受けることなく、これを認めるよう

取り扱うことが一般的でございます。入札辞退届は、現在町では書面により業者の社名

及び代表者、入札案件名及び入札日時、入札を辞退する旨が記載されていればこれを

受理し、入札辞退を認めております。 

 辞退の理由につきましては、都合により、あるいは諸般の事情によりなどとし、提出さ

れることが多く見受けられますが、中には理由について具体的内容を技術者が確保でき

ないなどと記載をしてある場合もございます。理由の記載が全くない、あるいは記載はあ

っても具体的な理由について触れられていない場合は、後々の参考として辞退理由の

聴き取りをしております。 



 仮に辞退理由の明記を義務づけたといたしましても、辞退理由の記載を拒否された場

合は、それをもって辞退を認めないと判断することは、発注側としては困難であると考え

るところでございます。 

 しかしながら、一般競争入札の施行的拡大に伴いまして、入札辞退の件数も増加をし、

理由の不明瞭な入札辞退が散見されるようであれば、安易な入札辞退を抑止する意味

で辞退理由明記の義務づけについて、検討してまいりたいと考えるところであります。 

 次に、最低制限価格の導入についてでございますが、現在、町においては公共工事に

おける一般競争入札の拡大を７月入札分から施行をいたしております。一般競争入札適

用外の案件では、指名競争入札にて発注をいたしておりまして、指名競争入札につきま

しては実績等を考慮し、町として信頼のある業者への発注であり、これまでも著しく低価

格入札になるような案件も見受けられなかったことから、現在も最低制限価格を設けて

おりません。 

 一方、一般競争入札におきましては、不特定多数の業者の参加が見込まれるため、こ

れに伴い不当な価格競争となることを抑止し、品質の確保や履行の確保、労働基準の

確保をするため、最低制限価格を導入いたしました。最低制限価格につきましては、現

在試行的に一般競争入札にかかる工事への導入を図っているところでございまして、工

事以外の入札につきましても、それぞれの案件の性質に応じた最低制限価格の設定を

検討していく方向で現在考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 門脇助雄議員。 

 ○14 番（門脇助雄君） 東員町の一般競争入札で、入札参加辞退は今日までも度々起

きております。平成 16 年は２件、平成 17 年には３件、そして平成 18 年には１件でした。

しかし、先の７月 11 日、笹尾東地区の幼保一体施設の参加業者 11 社すべてが辞退し、

入札参加業者ゼロというのは、前代未聞の事態がおきました。そして８月 17 日、その施

設増額補正６千万円、費用対効果が曖昧のままで国庫補助金の年度内消化が先走っ

て設計見直し、あるいは積算のやり直しなど、いろいろな議題が問題点が浮きぼりになり

ました。３時間に及ぶ審議でした。 

 しかし、元をただせば設計段階からボタンのかけ違い、あるいは町民の汗水流して納

めていただいた税金を使った事業であるという緊張感が忘れられた前代未聞の後味の

悪い展開と言っても過言ではありません。そして一旦問題がこじれると、業者からなかな

かその参加辞退の本音は聞くことができません。 



 それで、先程副町長のお話にもありましたが、さらに入札辞退届出書に正しい理由を

記入してもらい、改善すべきは行政も改善して、談合防止・透明性・公平性・競争性を図

り、品質の向上に努めていただきたい。そして積算においては三重県も採用している物

価版、あるいはコスト情報誌を活用し、公共だから公共物だから品質の悪い、あるいは

品質の低い安いものでは納税者は納得しません。 

 三重県・四日市市・桑名市・菰野町で早くからすべてに最低制限価格を導入しておりま

す。失格制度、あるいは最低ラインをつくり、違反したらペナルティも伴う方向でやってい

ただきたい。東員町も工事については今のお話にもありましたように、最低制限価格を

導入しておるとのことですが、すべての町発注の物件に適用していただきたく、もう一度

副町長の答弁を求めます。 

 ○議長（川杉美津江君） 安藤修平副町長。 

 ○副町長（安藤修平君） お答えをさせていただきます。 

 入札辞退につきましては、その理由ということで可能な限りと言いますか、明記をさせ

る方向で、先程も答弁させていただきましたように、検討いたしております。その辞退届

の様式自体も考え直して、はっきりと、例えばということではないんですけども、その例を

書く、こういう理由こういう理由というのを並べてみるという方法も一つあろうかと思いま

すけども、その辺も含めて検討をさせていただきたいと考えております。 

 最低制限価格、これにつきましては現在一般競争入札で行う事業につきましては、最

低制限価格を設けております。門脇議員もおっしゃいますように失格になる業者も出て

おります。これからもその業種と言いますか、工種を広げていく方向については、その方

向で審査委員会でも検討しておりますんで、全業種にと言いますか、できるだけそういう

ものが制限価格が適しない業種というのもあろうかと思いますけども、それ以外につきま

してはできるだけ最低制限価格制度というのを設けていきたいと考えておりますので、ご

理解を賜りますようにお願いをいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 門脇助雄議員。 

 ○14 番（門脇助雄君） 入札辞退業者に理由明記は、すでに四日市市で行われており、

辞退理由はどこでも大体よく似たように採算が合わない、技術者を配置できないとの二

つが主な理由でありますが、入札辞退届出書に正しく協力してもらい、今後の入札につ

いて参考にしているとのことです。 



 県内のある市では、指名入札で落札後に契約の不備がわかった業者を２ケ月間指名

停止をしております。その理由は入札条件に合う人員を配置できないと申し出たとのこと

ですが、このためその市は落札後の行為であり、信頼関係を著しく損う行為として処分を

決め、再入札を行っております。今回の笹尾東地区の幼保一体工事の入札参加ゼロ、

なしという前代未聞の事件を起爆剤として入札辞退業者の理由明記、そしてすべての公

共事業に最低制限価格導入を早期に求めて、もう一度副町長の答弁を求めたいと思い

ます。 

 ○議長（川杉美津江君） 安藤修平副町長。 

 ○副町長（安藤修平君） お答えをさせていただきます。 

 入札辞退届の理由欄でございますけども、先程からも申し上げておりますように、明記

をさせる方向で進めたいと考えております。 

 それと最低制限価格、これも拡大をしていく方向で考えておりますので、ご理解を賜りた

いと思います。 

 


