
○１０番（南部 武司君）   この１２月定例会におきましては、学童保育所に

ついて、三岐北勢線について、入札について、３問の一般質問を通告しています。

通告した質問では、ほかの議員の方と一部重複する部分もあるとは思いますが、通

告どおりの質問を行いますので、答弁をよろしくお願いしたいと思います。 

 まず１番目の学童保育所についてでございます。 

 東員町内では放課後学童保育所が６施設存在し、多くの小学生、児童を指導して

いただいています。大変ありがたいことだと思っております。 

 去る１０月８日の夜、笹尾のバンブーキッズ東で父母会の方々との会議が行われ

ました。町の担当者も出席していましたので、ご存じと思います。内容は、空いて

いる教室の利用についてであり、社会福祉法人いずみの若年層の方々が利用するこ

とについてだと伺いました。事の起こりは、その数日前に町長が施設を訪問した時、

ここならいずみが使っても構わないというような内容の発言をし、父母会の方がそ

れを聞いていて疑問を持ったからだと伺いました。ご自身の発言ですので覚えてい

ると思いますが、その具体的な内容を伺いたいと思います。 

 説明会での話の中にあった、３教室で５人ぐらいというのは間違いないのでしょ

うか。ほかの施設も一緒に検証しているとの話もありましたが、検討したほかの施

設とは一体どこなのでしょうか。それも伺いたいと思います。 

 学童保育所と社会福祉法人いずみを共存してもよいと考えた具体的な理由を伺い

たいと思います。 

 以上、町長からの答弁を求めたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   南部議員の学童保育所についてのご質問にお答えを

させていただきます。 

 社会福祉法人「いずみ」は、障がいのある子どもがいるご家族からの切実なる要

望にこたえるため、現在、笹尾西幼稚園の東側の「いずみ笹尾分場」で、障がいの

ある方を夕方に預かる「日中一時支援事業」を行っていただいております。 

 しかし、その建物は狭いために十分な支援ができず、他の場所を探していました

が、なかなか見つからなかったということを聞いておりまして、私どもに「借りら

れる施設がないか」とご相談をいただきました。 

 旧の笹尾第二保育園は、今年度から「バンブーキッズ西」が笹尾西小学校の南側

に移転し、現在５つの教室が未活用の状態でありますことから、この施設の一部を

使用しております「バンブーキッズ東」の父母会の皆さんに説明会を開催させてい

ただいたところでございます。 

 いずみの計画によりますと、そのうちの３教室を使って、町内小中学校の「特別

支援学級」や「西日野にじ学園」に通っている子どもたちを中心に、最初は週に２



回の、５名程度からスタートして、その後、段階的に人数を増やしていきながら、

学童保育と同様に毎日実施しようとするものでございます。 

 場所の選定につきましては、町内の小中学校の空き教室をはじめ、総合文化セン

ターや笹尾コミュニティーセンター、また保健福祉センターや、ふれあいセンター

等も候補地として検討をいたしましたが、学校では、まとまった空き教室の確保が

できなかったり、各センターも基本的には貸館施設であり、常時使用することが非

常に難しいことなどから、現在使われていない「旧の笹尾第二保育園」の空き教室

が最も適しているのではないか、との判断をさせていただいたところでございます。 

 学童保育といずみの共存につきましては、父母会から、学童の安全面に対する不

安や、けが等の心配についての意見を多くいただいているようでございますが、い

ずみは３名の支援員を配置し、テレビを観たり、本を読んだりして、基本的には部

屋の中で、その活動が中心になるというふうに説明を伺っており、共存は可能であ

ると判断をいたしております。 

 また、ある学童保育の保護者の方からは「障がいのある子と接することで、偏見

のない、優しい心が育つのではないか」とのご意見もいただいているところでござ

います。 

 また、「日中一時支援と学童保育所」を同じ敷地内に併設し、運営されている社

会福祉法人の事例もたくさんありますし、最近では「富山型デイサービス」と呼ば

れる方式で、地域ごとにＮＰＯ法人を立ち上げて、一つ屋根の下で、障がい者だけ

ではなく、赤ちゃんから児童やお年寄りまでが、好きな時に利用ができ、地域全体

で支え合う仕組みが全国的に広まりつつあります。 

 障がいがあってもなくても、だれもが地域で普通に生活ができる環境を整えてい

くことが、私どもの役目だと考えておりますことから、いずみのこの事業に対する

ご理解とご支援を、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   南部議員。 

○１０番（南部 武司君）   答弁ありがとうございました。 

 この案件は日中一時支援の拡大で、学童保育の障がい者版というか、そのように

理解しました。父母会では、これはよい話だ、一緒にやりましょうという声が聞こ

えてこないような気がします。なぜでしょうか。父母会が反対した場合でも、町が

ＯＫをすれば、今回の施設利用についてはなくならないとも伺っております。それ

で間違いないでしょうか。伺いたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今、関係課のほうで、バンブーキッズのほうと話を

詰めております。父母会のほうで何度も訪問させていただいて議論を重ねておりま

すし、最近はいずみの関係者もそこへ同席させていただいて、話をさせていただい



ていると聞いておりまして、かなりご理解をいただけるようになってきたというふ

うに伺っております。 

 そういう中で、前からのいろいろな質問にもございますように、空いている教室

ですから、いろいろ探してみて、なかなかいいところがなくて、そこがいいなとい

うことになっておりますので、空いているということもありますし、ぜひともそこ

を使っていきたいというふうに考えております。 

○議長（山本 陽一郎君）   南部議員。 

○１０番（南部 武司君）   ありがとうございました。 

 ９月議会で町長の目玉商品は一体何ですかと私が聞きましたところ、福祉という

お答えをいただいております。今回の発言はその一端と理解してよいのでしょうか。

現在の施設としては、今先ほど答弁がありましたが、笹尾西幼稚園東側の建物で行

っておりますが、なぜそこがだめなのか。狭いからということですけど、それ以外

に不思議なことを聞いております。保護者会が行われた数日後から、夜電気が点灯

するようになったとか、近所の方から聞いておりますが、一体どのような利用方法

であったのでしょうか。それを伺いたいと思います。またわからなければ担当課で

結構です。 

○議長（山本 陽一郎君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   最近になって夜電気がつくのが多いという

ことは、日没時間が早いということで、夏の場合と違って、そういうこともあると

思います。そういう利用をされておりますけれども、常に毎日利用されております

ので、大体４～５名ぐらいが一時支援であそこへ寄っておりますので。早くから暗

くなるので目立つのかなという気はしますけど。 

○議長（山本 陽一郎君）   南部議員。 

○１０番（南部 武司君）   ありがとうございました。 

 ここのホームページにもございます、学童保育所とは、共働き家庭等、昼間家に

保護者のいない家庭の子どもを小学校の放課後に預かる施設ですとあります。同一

施設内に存在する建物全部を一つの施設と私は考えているのですが、これは間違っ

ていますか、私の考えは。バンブーキッズ東はコの字型の建物をしております。現

在南側と西側が使用されていて、北側が空いています。だから今回利用するという

のは、その北側の３教室だと思います。その建物は別の施設と理解をしなければな

らないのでしょうか。あるいは何らかの工事を行い、先ほどもありましたが、工事

を行って分離を考えてみえるのでしょうか。またいつから使用するか、その考え方

を伺いたいと思います。これも担当課で結構です。 

○議長（山本 陽一郎君）   生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えいたします。 



 現在は南側の３教室を使っていただいております。教室と遊戯室と職員室の３つ

を使っていただいて、あと残りにつきましては、以前も機能的には別々の機能を持

っておりまして、北側はまた別の機能という考え方でおります。 

 以上です。 

○議長（山本 陽一郎君）   南部議員。 

○１０番（南部 武司君）   ありがとうございました。父母会の方に、またわ

かるような説明をもっとやっていただきたいと思います。 

 ２番目の質問にいきます。 

 １１月２日付、中日新聞の記事に、沿線市町の補助金で運営を維持している三岐

鉄道北勢線をめぐり、三岐鉄道が桑名市、いなべ市、東員町に、補助金が途切れる

２０１３年度から５年間で新たに計１１億４，０００万円の補助を要請しているこ

とがわかった。三岐鉄道の担当者は、経営改善を重ねた上で見込まれる赤字額の補

助を要請したと説明している。３市町は平成１３年度以降も補助を続けるか、態度

を保留、要請額が適正かなどを検討し、年度内に対応を決めると記載されていまし

た。三岐鉄道によると、２０１０年度の北勢線利用者数は、前年度比で５万人増の

２２７万人、赤字額は３億８，３６９万円で、２００３年度に比べて１億５，５８

９万円減ったが、黒字化の目処は立っていないとのことです。 

 三岐鉄道北勢線の記事を紹介しましたが、東員町としての今の考え方と、桑名市、

いなべ市の方向性がわかっていれば伺いたいと思います。 

 鉄道事業で大きな黒字が出るのならば、近鉄は譲渡しなかったはずです。三岐鉄

道は鉄道以外の事業の収益をつぎ込んで北勢線を運営しているのが現状です。冷房

化、スピードアップ、最終電車の時刻調整など、三岐鉄道としての企業努力を、東

員町はどのように評価しているのでしょうか。会社への金銭的な補助ではなく、定

期券利用者、特に高校生に対して利用代金の一部補助というような考え方や、高齢

者への優待切符という方法もあると思いますが、いかがなものでしょうか。私個人

的には存続ありきで物事を進めるべきだと考えますが、町長の見解を伺いたいと思

います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   三岐鉄道北勢線の存続につきましてのご質問にお答

えをいたします。 

 北勢線は平成１５年、近鉄から三岐鉄道に事務移管され、利用者の利便性の向上

として、運行本数の増加、終電車の延長など、運行ダイヤの改正が行われました。

また、先ほども議員からご説明いただいたように、施設面では車両の冷房化、駅舎

の整備など、快適性の向上が図られたところでございます。 

 一方、運賃の面では以前より高くなったというところが多くて、特に通学定期が

大きな影響を受けており、北勢線を使う学生は減少をいたしました。 



 営業収支におきましては、これも先ほどご説明いただいたように、移管前の近鉄

が、年間約６億２，０００万円の赤字でありましたが、平成２２年度決算では３億

８，０００万円余となっております。 

 お尋ねの北勢線についての東員町としての考え方でございますが、三岐鉄道にお

きましては、鉄道事業者としてさまざまな努力をされているとは思いますが、企業

としてあるまじき、非常に甘い見通しによる事業経営であることを指摘しなければ

なりません。今の話し合いがその反省の上に立っているのかどうかということも疑

問を抱いております。 

 さらに、私たちは町民の皆さんから貴重な税金を預かっているものであり、その

使い道を任されていることを、また町民の皆様から「有効に使ってくれ、無駄遣い

しないでくれ」という声を忘れてはならないと思っております。 

 平成２５年度以降の北勢線支援のあり方につきましては、現在、実務者レベルで

の「北勢線対策推進協議会幹事会」で、北勢線の必要性につきまして、代替交通も

踏まえ、さまざまな角度から、事業状況、将来見通しなどの精査を行っており、方

向性が決まり次第ご報告申し上げたいと思います。 

 次に、三岐鉄道への補助ではなく、利用者への一部補助という考え方についてで

ございますが、例えば定期券につきましては月額とか、乗車券につきましては、そ

の都度の補助が考えられます。検討もさせていただきました。しかし、その方法を

検討しなければならない、ということがありますし、そういうことをやるとするな

らば、現在三岐鉄道が求めている赤字の解消には何ら寄与することはございません

ので、今の問題の解決にはならないというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、将来北勢線がもし存続していたという場合には、支援

の一つの方法であると、今の考え方がその方法であるというふうなことを思ってお

りますので、参考にさせていただいて、今後の協議に資していきたいというふうに

思っております。 

 なお、三岐鉄道の企業努力について、どう思うかということでございますけれど

も、ほとんどが関係市町で出しました補助金を使っておりますので、企業努力と思

っていいのかどうか、疑問を感じております。 

○議長（山本 陽一郎君）   南部議員。 

○１０番（南部 武司君）   答弁ありがとうございました。 

 当面の黒字は無理だということは十分理解できますが、赤字の要因に税金があり

ます。固定資産税や不動産取得税も大きな要因を占めていると聞いています。それ

は一体どれくらいなのでしょうか。また、減免の対象にならないのはなぜでしょう

か。基本的な部分は町長、詳細は担当課で結構ですので、伺いたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   総務部長。 



○総務部長（日置 直人君）   私のほうからは固定資産税の金額について、お

話をさせていただきます。 

 現在の試算をしている中では、２市１町で３，７２０万円の固定資産税相当額と

いうことで計算をされております。 

 以上です。 

○議長（山本 陽一郎君）   総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   失礼いたしました。不動産取得税については、

現在私のほうでは数字を把握しておりませんので、ご容赦願いたいと思います。減

免等につきましては、まだ現在検討中でございまして、固定資産税相当額を減免す

るとは決定をいたしておりません。 

○議長（山本 陽一郎君）   南部議員。 

○１０番（南部 武司君）   学生の定期券の利用者が、先ほど減ってると言い

ましたけど、若干、最近回復傾向にあると伺ってます。切符購入による一般利用者

も増加していると聞いております。最近の北勢線の利用状況、わかればお教え願い

たいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   乗車人員ということで、平成２２年度の数字を

申させていただきます。平成２２年度で定期買い通勤の乗車数が７３万９，８９５

人、通勤定期が５８万５，７８０人、通学定期が９４万５，９３６人で、合計２２

７万１，０００人でございます。先ほど南部議員申されましたように、通学定期に

つきましては近鉄北勢線の移管以後、人数が大幅に減ったということでございます

けども、通勤定期、通勤外定期については、一たん減少はしたものの、いろんな利

用促進等の効果もございまして、若干でございますけども伸びております。 

○議長（山本 陽一郎君）   南部議員。 

○１０番（南部 武司君）   ありがとうございました。 

 １１月２６日、穴太と筑紫の踏み切りの遮断機が１時間近く下りたままの状態に

なっていました。この現況というか、原因と状況を伺いたいと思います。 

 また、その故障について町に連絡があったでしょうか。数年前にも旧北大社東側

の踏み切りで同様の故障があったのですが、それは夜間です。その時は町には連絡

がなかったと伺っております。あったかなかったかで結構ですが、伺います。 

○議長（山本 陽一郎君）   総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをいたします。 

 １１月２６日ですね。町のほうには連絡は来ておりません。 

○議長（山本 陽一郎君）   南部議員。 

○１０番（南部 武司君）   先ほども紹介してもらいましたが、数年前の北大

社の東側の踏み切りも同じように連絡がなかったんです。ですから町長が先ほど言



われたように、企業が甘いというところが、私もそういうところだと思います。で

すけど、そういうところは北勢線対策室というのがありますので、もっとどんどん

指摘していただきたいと思います。住民の方からの苦情でわかった状態ですので、

町の方もだれかは知っていると思ったんですが、ちょっと残念です。 

 ３問目にいきます。 

 入札について伺います。 

 １０月１１日、東員町商工会において会員との懇談会が開催されました。町長、

建設部長、建設産業課長の３名が出席されました。会員からの質問や要望に町長は

的確に答えられていました。またその感想はブログでも紹介されていました。商工

会会員からの質問の１つに、１０月４日、桑名市で起きた競売入札妨害事件に関連

し、東員町における入札について質問がありました。町長の返答は、幹部から改善

案を提案されたが、見直しするように指示した、でした。改善案とは一体どのよう

な内容だったのでしょうか。私は電子入札制度の導入かなと思い、独自に調査をし

ました結果、最低制限価格を事前公表しようとする改善案に対して、町長は待った

との意見だったと情報を得ています。間違いないでしょうか。なぜ最低制限価格の

公表がだめなのでしょうか。同額入札となった場合はくじ引きで構わないと考えま

すが、その理由を伺いたいと思います。 

 １１月１１日の新聞では、桑名市は最低制限価格を開札後に変動させる新たな入

札制度を決めたとありました。新たな入札制度は、中央公共工事契約制度運用連絡

協議会モデルで算出した価格以上、事前公表する予定価格以下で応札した業者のう

ち、応札価格の低い６割の平均価格を最低制限価格とするというもので、最低制限

価格が開札後に変動するため、今回の事件のように、入札前の職員からの情報漏洩

が防止できるということだそうです。 

 ただ、この新制度では積算が正確な業者が落札できるとは限らない点や、これま

でより最低制限価格が上がる可能性が高いなどのデメリットもあるとのことです。 

 この制度をどのように評価されるでしょうか。個人的な考えで結構ですので、伺

いたいと思います。 

 桑名市では最低制限価格を事前に聞き出したというものですが、東員町でこのよ

うな案件が起こった場合の処分の内容はどうなっているのか、伺いたいと思います。 

 なぜ価格を聞き出してまで工事を受注するのかを考えると、原因の１つは、工事

が減ってきているからだと思います。また、反則を犯してもペナルティが軽いのも

一因ではないかと思います。東員町でのペナルティはどうなっているのでしょうか。

またここ数年間で指名停止等、処分された業者は存在するのでしょうか、伺いたい

と思います。 

 低い価格で入札し、下請け業者や孫請け業者に丸投げということも聞いたことが

ありますが、町の規定ではどのようになっていますか。 



 東員町商工会建設部に所属する多くの会員業者と災害協定を東員町は締結してい

ます。東員町発注工事では、町外業者の受注が多くあります。逆にいなべ市、桑名

市の発注工事には町内業者はほとんど入札できていません。いざ災害というときに

一番頼りになるのは地元の業者です。競争の原理と言ってしまえばそれまでですが、

この現状を町長はどのように考えているのでしょうか。入札制度についての町とし

ての考え方の質問ですので、町長より答弁を求めたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   入札制度についてのご質問にお答えをいたします。 

 議員ご案内のように、桑名市では競売入札妨害事件が発生しましたことを受け、

最低制限価格制度などを見直し、開札後に変動させる新たな入札制度を導入したと

のことでございます。 

 このような事例を受け、本町におきましても、近隣市町の対応について情報収集

をいたし、最低制限価格の事前公表も視野に入れ、検討をいたしましたが、国から

の通知にもございますように、適切な積算を行わずに入札に参加した業者でも、も

っと言いますれば、積算できないような未熟な業者でも受注することができる、そ

ういう事態が懸念をされますことから、最低制限価格の事前公表は行わないことと

いたしました。 

 桑名市の最低制限価格変動制度につきましては、初めからみんなでクジを引くよ

うなものでございまして、報道によりますと、メリット・デメリットの両面がある

ようでございます。ですから本町といたしましては取り入れる予定はございません。 

 いずれにいたしましても、本町といたしましては、こうした問題に対しまして、

どこでも同じなんですが、対症療法ばかりなんですね。何かが起こったときに何と

かする、制度を変えるとか、そういうことばかりやっている。要は制度のツギハギ

しかやってこずに、本格的な修繕というものを行ってこなかった、そういうことで

同じような問題が発生しているのではないかということを思っておりまして、来年

には建設業界の代表になり得る団体も巻き込んで、制度改革の検討を行ってまいり

たいというふうなことを思っております。 

 次に、このような案件が発生した場合の業者の処分でございますが、本町におき

ましても建設工事等の適正な施工を確保するため、東員町建設工事等指名停止措置

要領に基づき、指名停止措置期間を設け、処分を行うことといたしておりますが、

これにつきましても、議員ご指摘のように、もう一歩踏み込んで検討したほうがい

いのかもわからないというふうなことも考えております。 

 なお、本町が発注する建設工事で指名停止措置を受けた業者は、ここ数年で３業

者ございます。 

 次に下請けや孫請けの件でございますが、建設業法及び入札契約適正化法に基づ

き、一括下請けの禁止を規定しておりまして、適正な施工責任が求められておりま



す。 先ほど事前公表したときに懸念されることの一つには、これも入っておりま

す。未熟な業者がとって、できない一括下請けをする、こういうことが起こりはし

ないかという懸念もございますので、慎重に検討をしてまいりたいというふうなこ

とを思っております。 

 次に、町内業者の受注機会と競争原理でございますが、近年ではその都度、受注

機会の配慮を行ってまいりましたが、本年６月に東員町建設工事発注基準を設け、

電気、管などの特殊工事を除く建設工事につきましては、町内の本店、支店、営業

所を設ける業者に配慮した参加条件を設定いたしまして、競争原理を保ちつつ、入

札執行をいたしておるところでございます。 

 入札事務につきましては、先ほども申し上げましたように広く意見を求め、慎重

に議論を重ね、制度のあり方を根本的に検討してまいりたいと考えております。 

 よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   南部議員。 

○１０番（南部 武司君）   答弁ありがとうございました。 

 最低制限価格の事前公表ということで、未熟な業者が入札できるというような答

弁があったように思いますが、東員町に入札する業者は未熟な業者なのでしょうか。

伺います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   一般競争入札、一般公募になりますと、どんな業者

が入ってくるかわかりませんということで、全部そんなことを思っているわけでは

なく、そういうこともあり得るのではないかという、そういうことも考えておかね

ばならないのではないかというふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   南部議員。 

○１０番（南部 武司君）   いろいろとものの考え方はあると思います。 

 先ほどの下請けや孫請けのことについてですが、ちょっと前の中村議員の質問に

もありました、笹尾西小学校のプールの時、あの時も実を言うとこのようなことで、

副町長に直接聞いたことがあります。ここの業者は建築をやってない業者、土木の

業者だからいいのか。そしたら、いや、下請けがしっかりしている業者だから大丈

夫だという返事をいただいております。何か釈然としなかった返事だったんですが、

あのような問題を起こして、見事立派なプールができて安心しております。 

 もう一度お聞きします。これはお答えは結構です。入札について、現在、副町長

の名義で入札を行っています。先の商工会の席上で町長は、会員の、町長名義に変

更をなぜせんのだという質問に対して、町長名義に変更しても構わない旨の発言が

ありました。その後どのような会議が持たれ、どうするようになったか、伺いたい

と思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   申しわけございませんが、その時の話を余り覚えて

ないのですが、その件に関しましてはね。 

 この件に関しましては、私が就任させていただいた時に、権限を副町長に移譲し

ているということを伺っておりまして、これも実は一つの方法かなと思ったのは、

こういう問題は余りにも微妙な問題でございまして、首長みずからが執行するより

も、移譲をさせていただいて、しっかり責任を持ってやっていただくほうが、桑名

市のような問題とか、そういうことにならないのかなということを私も考えまして、

これも一つの案だなと思いました。 

 ただ、先ほども申し上げましたように、制度につきましては逐一、副町長からご

相談もいただいておりますし、検討をさせてやっておりますので、副町長と一緒に

なって、こういう問題は考えていきたいと思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   南部議員。 

○１０番（南部 武司君）   ありがとうございます。 

 商工会でのリップサービスだと理解しました。 

 ホームページで入札結果が閲覧できます。多くの工事が平均で６０～７０％の比

率で入札できております。計算基準というか、計算基礎が甘いのではないかと考え

ますが、どうでしょう。中には２５％前後というのもあります。どのように考えら

れるでしょうか。 

 土木工事の中には、工事完了時の支払い価格が落札価格より上昇している工事が

ありますが、理由はどういうことでしょう。以前聞いたところによりますと、追加

工事などとありました。設計が不十分なのではないかなという気もしますが、何か

何十センチ伸びたとか、そういうことで価格が上がるんだと聞きました。しかし短

くなったりすることもありますし、価格の減額もあったりするのも当然ですが、減

額したという工事はあったのでしょうか、伺いたいと思います。 

 これは担当課になりますか。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   全般的に建設工事、土木工事を承っております

ので、私のほうから、僣越でございますが答弁をさせていただきます。 

 土木工事の設計につきましては、国土交通省及び三重県等の指針に基づきまして、

積算プログラムを三重県のほうからリース、お金は必要ですけれども、お借りをい

たしまして、その機械の中で積算をさせていただいております。これは三重県、ど

の市町村も同じシステムを使用していただいていると思っておりますので、価格に

ついては、皆さん一緒の価格になってこようかと考えております。 

 また建築につきましては、建設物価等を利用いたしまして、建築士にお願いをい

たしまして積算をしていただいておりますので、これも適正な価格と考えておりま

す。 



 しかしながら時折り落札状況を見てみますと、先ほど議員ご指摘のような落札も

ございますが、しっかりと監督をさせていただいて、きちんとしたものをおつくり

いただくよう、職員にきちっと監督指導をしていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   南部議員。 

○１０番（南部 武司君）   若干答弁漏れもありましたが、もう結構です。 

 私は東員町が入札により購入した地上デジタルテレビについて、そのリサイクル

について疑問があるので調査してほしい旨を、８月下旬に総務部長に依頼しました。

９月議会終了のころ、リサイクル券の確認がとれているとの連絡をいただき、コピ

ーを受理いたしましたが、次々と疑問が出てきました。 

 まず交付日です。すべて商品は７月までに納入されているにもかかわらず、９月

６日付であった点。次に東員町の入札条件補足欄には、処分するテレビはパナソニ

ックと日立の計６台とあったのにもかかわらず、リサイクルしたテレビはフナイ製

やソニー製であったという点。また、無料回収を行っている業者間でテレビを探し

ている電気屋がいるとのうわさ話があったとも聞いています。 

 総務部はリサイクルを依頼したときに交付される控え、こういう紙です（南部議

員 書類を示す）これの存在すら知りませんでした。またリサイクル券は３年間の

保管義務があるので、この際、総務部以外に納入したテレビのリサイクル状況すべ

てを調査してほしい旨を私は依頼しましたが、その結果報告と状況を担当課より求

めたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   それではお答えをいたします。 

 議員ご指摘のとおり、８月下旬に議員のほうから私のほうに調査をしろというこ

とで調査依頼をされまして、事実、東員町、この７月２４日のデジタル化に伴いま

して、東員町で公費で購入いたしましたテレビ６台をリサイクル処分するようにお

願いをいたしまして、デジタルテレビを購入したわけでございます。 

 リサイクル券の即日交付といいますか、当日交付につきまして、議員ご指摘のと

おり、私のほうでそれを確認を怠ったということについては深く反省をしておりま

すし、リサイクル法の解釈を甘く見ていたということは、こちらのほうでは反省を

いたしております。 

 業者のほうも呼びまして、聞き取り調査をさせていただきました。当然公費で買

ったテレビ、それから公費以外、例えば職員互助会とか、そういったテレビも役場

にございまして、そういったものも処分依頼をしておりまして、どういった処分の

方法をしているのかということを業者に確認をいたしましたところ、役場で引き取

ったテレビをすぐその日にリサイクル業者に渡すことはしていないと。 



 あくまでもいろんな一般のお客さんとかのテレビもございますので、ある一定の

期間保管をしておいて、まとめて運搬業者に依頼をするということで、そのときに

４０～５０台のテレビがまとまって運搬業者にいきますので、役場のテレビを東員

町のリサイクル券で交換をするということについてはやってなかったと。けれども

役場で引き取ったテレビはすべてリサイクル業者に搬入をお願いしたということで、

公費でお願いしたリサイクルの券と、今言いました公費以外で買ったリサイクル券、

すべて業者のほうからもらいました。 

 ということは、行程について、引き取りの不手際については、業者のほうも認め

ておりますので、厳重に注意するとともに、役場の引き取り券の即日確認を怠った

ということの反省も含めまして、今後も気をつけていきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   南部議員。 

○１０番（南部 武司君）   ありがとうございました。すべての券は私もこの

間見せていただきましたので、本当にご苦労さんでございました。 

 桑名市の入札妨害事件の発端は、業者間のうわさ話というか、指摘でした。今回

私が質問したテレビのリサイクル問題も、リサイクル業者のうわさ話です。うわさ

ばかりで物事を進めていては間違いを起こすこともありますが、火のないところに

は何とやらと言われるように、全くのでたらめの話でもないと思われます。 

 この議会が終わりますと、来年早々には私たち議員の選挙があります。ここにい

る現職の議員は多分全員出馬されると思いますが、変なうわさ話が出たりするかも

しれませんが、それが本当にならないように、気を引き締めて選挙戦に臨みたいと

思います。 

 これで私の一般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。 

 


