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事務を処理するに当つては
事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に
、住民の福祉の増進に
努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げ
るようにしなければならない」と定め、１７項で
「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行
為は、これを無効とする」と規定しています。
私は、前回の議会でも、工事入札契約を問題とし
私は、前回の議会で 、工事入札契約を問題とし
て、最低制限価格によって９件で１１００万円
て、最低制限価格によって９件で１１００万円以
上の税金が不当に支出されていると指摘し、改善
の税金が不当に支出されていると指摘し、改善
を求めてきました。しかし、今回は１件で、予定
価格５５００万円に対して１４３９万円の入札金
額差がありました。最低制限価格の設定がなけれ
額差がありました。最低制限価格の設定がなけれ
ば、あるいは低入札価格調査制度での運用である
ならば、１４３９万円の支出がなかったことは明
らかです。「貴重な税金を不当に支出した」と指
摘せざるを得ません。

６月議会
６月議会一般質問
月議会一般質問
平成２６年６月１１日と１２日の両日、一般質問
が行われました。今回の議会では１１名が町政の
様々な課題や問題について執行部に論戦を挑みま
した。今回は私を含めて３人の議員が入札問題や
最低制限価格制度に触れて質問をしました。また、
提出された工事契約案件でも、入札問題、最低制
限価格や最低制限価格を下回って失格する業者が、
続出していることへの質疑がありました。１件は
失格した最低応札者と落札者の価格差が１８４７
万円、もう１件は１４１０万円という大きな価格
差がありました。
私の一般質問は５項目でした
私の一般質問は５項目でした。第１項目で
第１項目で、平成
平成
２５年５月３０日に入札を実施した「役場庁舎非
２５年５月３０日に入札を実施した 「役場庁舎非
常用自家発電設備工事入札」結果が「最小の経費
で最大の効果を挙げるようにしなければならない
で最大の効果を挙げるようにしなければならない」
という地方自治法に規定された原則を逸脱してい
という地方自治法に規定された原則を逸脱してい
る疑いが濃厚だと
る疑いが濃厚だと、執行部の見解を
、執行部の見解を質しました
、執行部の見解を質しました。
この入札では、応札した１０業者中７者が最低制
限価格を下回って失格してしまいました。失格し
た最低応札業者と落札価格では、なんと１４３９
万円もの入札金額差がありました。
地方自治体は
地方自治体は地方自治法を根拠に運営されていま
地方自治法を根拠に運営されていま
す。その第２条１４項で「地方公共団体は、その

この入札は、町の設定した条件では町内業者が入
れず、すべて町外
れず、すべて町外業者の条件付き一般競争入札で
業者の条件付き一般競争入札で
行われました。この入札案件の場合応札業者１０
者中最も評価点数の高い業者が最も低い価格で応
札しています。その価格差は１４３９万円、最低
札しています。その価格差は１４３９万円、最低
制限価格を下回って失格した７業者の平均
制限価格を下回って失格した７業者の平均でも、
でも、
８４５万円の価格差になっています。
この結果は、予定価格が高いの
この結果は、予定価格が高いのか、最低制限価格
か、最低制限価格
の設定が異常に高いのか、いずれにしても阿見町
で実施されている現行の入札制度は、町民の税金
を不当に支出する制度システムだと指摘せざるを
得ません。直ちに、制度の改善やシステムの見直
しを図り、最少の経費で最大の効果を挙げるよう
にしなければならないと思います
にしなければならないと思います。
。
平成２１年７月に一般競争入札で実施され、平成
２３年４月に完成した土浦市の防災行政無線施設
整備工事では、予通信局１機、親局１機、再送信
局１機、遠隔制御装置１機、屋外拡声子局１７６
局、個別受信機２２９台、という装備で、予定価
格６億５８００万円に対して、予定価格に対して
格６億５８００万円に対して、予定価格に対して
３６．４％の２億３９００万円余りで落札してい
ます。
今年度、阿見町でも防災行政無線放送の施設整備
今年度、阿見町で 防災行政無線放送の施設整備
工事で６億円余りの予算を計上しています。概要
は屋外拡声子局９０局というものですが、この設
備工事にも、最低制限価格を設定して実施される
予定です。この設備工事も、役場庁舎非常用自家

Ｐ２ 発電設備工事と同じように、最低制限価格
を設定して実施されるとしたら、町は不当で大変
な損害を被ることになる可能性があります。
最低制限価格を設ける必要のない、あるいは設け
てはならない入札契約案件であるにもかかわらず、
最低制限価格を設けたということで、町が不当で
大変な損害を被るとすれば、これは、地方自治体
の財政運営を町民から委託されている町長の任務
に背く背任的行為であると断じざるを得ません。
私は町の議会議員として、こうした背任的行為は
絶対に許すことはできません。また、不当な公金
の支出によって町に与えた損害は、こうした原因
をつくった者が、自ら賠償する必要があると思い
ます。
こうした質問をしましたが、回答は以下の通りで
した。
●この入札結果に本当に問題はなかったと考えて
この入札結果に本当に問題はなかったと考えて
いるか
町長：「ダンピング受注の排除を図る制度である
町長：「ダンピング受注の排除を図る制度である
最低制限価格を適切に活用した結果からダンピン
グ受注と判断される過当な価格競争が働いたもの
と考えています」「この制度でやっている以上良
いと考えています」
総務部長：「町では適正な予定価格を設定して問
総務部長：「町では適正な予定価格を設定して問
題はないと考えています」
●直接工事費及び共通仮設費，現場管理費，一般
直接工事費及び共通仮設費，現場管理費，一般
管理費の割合について
町長：「町では，設計価格に関する情報公開制度
町長：「町では，設計価格に関する情報公開制度
上の取扱いについて，阿見町情報公開条例第７条
第 7 号イの規定に基づき非公開としており，その
割合についても，同様の取扱いとしています」
●最低制限価格の設定と品質の維持，低入札価格
最低制限価格の設定と品質の維持，低入札価格
調査制度を適用しなかった理由について
町長：「ダンピング受注の排除を徹底するととも
町長：「ダンピング受注の排除を徹底するととも
に，品質の維持が図られるものと判断してこの制
度を活用しており，低入札価格調査制度について
は，この制度と比較して低入札価格の調査に伴う
事務手続きの増加，契約締結の遅延などの課題が
想定されることから，適用は考えておりません」
想定されることから，適用は考えておりません」

提出議案は以下
提出議案 以下の１８
１８議案です
です
議案４５号 阿見町附属機関の設置に関する条例
の一部改正
阿見町在宅医療・介護連携推進協議会及び阿見町
スーパー食育スクール事業推進協議委員会の新設
によるものです。スーパー食育スクールとは文部
科学省が学校給食
科学省が学校給食法の第１０条に基づき全国３３
法の第１０条に基づき全国３３
の学校を指定したものです。
の学校を指定したものです。茨城県では唯一、阿
茨城県では唯一、阿
見小学校・吉原小学校・阿見第二小学校・阿見中
学校が指定されています。テーマは「学校・家庭・
地域の連携による食育の推進」で、これまで阿見
町が茨城大学や茨城県立医療大学と連携して進め
てきた食育教育をバージョンアップするものです。
議案４６号 阿見町特別職の職員で非常勤のもの
の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正
上記の新設される委員の報酬や費用弁償（
上記の新設される委員の報酬や費用弁償（日当・
日当・
交通費）を定めるものです。日額５３００円、費
用弁償７００円となります。
議案４７号 土浦・阿見都市計画事業岡崎土地区
画整理事業施行に関する条例の廃止
土浦・阿見都市計画事業岡崎土地区画整理事業は、
昭和６１年に都市計画決定した阿見町施行で平成
３年から平成２２年度まで行われ、１５ヘクター
ル、計画人口１２００人、総事業費３８億５千万
円を要しました。この事業の完成したことにより
条例を廃止するものです。

●落札価格と失格応札価格との差について
落札価格と失格応札価格との差について

議案４８号 平成２６年度阿見町一般会計補正予
算
庁舎の耐震補強工事のために駐車場に仮設庁舎を
借り上げるための費用７６８６万円、防災行政無
線放送設備整備工事２１７０万円、
線放送設備整備工事２１７０万円、雪害によるビ
雪害によるビ
ニールハウスを撤去や再建する
ニールハウスを撤去や再建する
ルハウスを撤去や再建する被災農業者向け経
被災農業者向け経
営体育成支援事業補助金２億８３３１万円、プレ
ミアム付商品券事業補助金５００万円などです。

町長：「ダンピング受注と判断せざるを得ない過
町長：「ダンピング受注と判断せざるを得ない過
当な価格競争が働いた結果と考えています」

議案４９号 平成２６年度国民健康保険特別会計
補正予算

●最低制限価格の設定権者，またどのような資料
最低制限価格の設定権者，またどのような資料
に基づき設定したか
町長：「最低制限価格の設定権者は町長となりま
町長：「最低制限価格の設定権者は町長となりま
す」

Ｐ３ 職員の昇格や異動や臨時職員の採用による
賃金、保険料などが主なものです。
議案５０号 平成２６年度阿見町公共下水道事業
特別会計補正予算
公共下水道整備事業について、臨時特例給付金に
より荒川本郷地区で予定されている上下水道整備
２７年度～３０年度までの分を一挙に整備するも
の。平成１４年度にＵＲが中止決定して以降、３
本の都市計画道路の整備を中心に進めてきました。
本の都市計画道路の整備を中心に進めて きました。
この度、地区内２か所、合計５．１ヘクタールが
民間事業者により開発される予定で開発一体整備
を行うもの。つくば市における公務員住宅廃止の
ともなう住宅需要を見込んでいる
ともなう住宅需要を見込んでいるようです
ようです。
議案５１号 平成２６年度阿見町農業集落排水事
業特別会計補正予算
職員の昇格や異動や臨時職員の採用による賃金、
保険料などが主なものです。
議案５２号 平成２６年度阿見町介護保険特別会
計補正予算
在宅医療・介護連携推進事業予算が計上されまし
た。事業は在宅医療と介護の切れ目のない仕組み
を構築するため，市町村や医師会等職能団体が事
業主体として実施するものです。事業主体（在宅
医療・介護連携拠点事業者）は，地域の医師，歯
科医師，薬剤師，看護職員，ケアマネージャーな
ど多職種の方たちと協働して，地域の特性に応じ
た在宅医療・介護の支援体制を構築し，地域にお
ける包括的かつ継続的な在宅医療
ける包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を
・介護の提供を
目指すとともに，在宅医療・介護に関する普及啓
発を促進することを目的に取り組むものです。阿
見町が事業主体となります。

契約金額 １億６３６２万円 松尾建設株式会社。
松尾建設株式会社
５者応札中、辞退１者、最低制限価格により３者
失格。最低応札と落札者の差は、１４１０万円
失格 最低応札と落札者の差は、１４１０万円
議案５７号 公共下水道管路工事請負契約
契約金額 ９３４５万円 樋口土木株式会社。
樋口土木株式会社。３
者応札中、最低制限価格により１者失格
者応札中、最低制限価格により１者失格。最低応
最低応
札と落札者の差は、２０３万円
議案５８号 実穀小学校耐震補強工事請負契約
契約金額 ９６６６万円 松浦建設株式会社。
松浦建設株式会社。５
者応札中、辞退３者
議案５９号 吉原小学校耐震補強工事請負契約
契約金額 ７８３０万円 株式会社篠崎工務店。
株式会社篠崎工務店
５者応札
議案６０号 本郷小学校耐震補強工事請負契約
契約金額 ８５６４万円 松浦建設株式会社。
松浦建設株式会社。５
者応札中、辞退１者
議案６１号 高規格救急自動車購入
取得金額 ３１５４万円 茨城トヨタ自動車株式
会社。２者応札
会社 ２者応札
議案６２号 阿見町ＬＥＤ防犯灯購入
取得金額 １３２７万円 岩瀬プリンス電機株式
会社。６者応札
会社 ６者応札
議案第４５号～５４号、５７号～６２号
議案第４５号～５４号、５７号～６２号
第４５号～５４号、５７号～６２号は全会一
全会一
致、議案５５号及び５６号は
致、議案５５号及び５６号は賛成多数で議決しま
賛成多数で議決しま
した。私は５５号及び５６号に反対しました。

議案５３号 平成２６年度阿見町後期高齢者医療
特別会計補正予算
職員の昇格や異動や臨時職員の採用による賃金、
保険料などが主なものです。
議案５４号 平成２６年度阿見町水道事業会計補
正予算
資本的収支で、排水施設拡張費６１００万円、職
員の昇格や異動や臨時職員の採用による賃金、保
険料などが主なものです。

税金の不当な支出だと同僚議員が追及した
税金の不当な支出だと同僚議員が追及した【学校
だと同僚議員が追及した 学校
給食センターの１基１２０万円の防犯灯
給食センターの１基１２０万円の防犯灯】

議案５５号 阿見町よしわら地内１－１－１号公
園整備工事請負契約
契約金額 １億１１７５万円 樋口土木株式会社
樋口土木株式会社。
５者応札中、辞退１者、最低制限価格により２者
質問項目２：ふるさと納税制度の改善を図り増収
質問項目２ ふるさと納税制度の改善を図り増収
失格、取りおり１者
失格、取りおり１者。最低応札と落札者の差は、
最低応札と落札者の差は、
に努めるべきであると考えるがどうか
１８４７万円
１８４７万円。
１、ふるさと納税制度の仕組みはどのようなもの
議案５６号 阿見町よしわら地内１－１－２号公
か
園整備工事請負契約

その他
その他の一般質問
一般質問項目
一般質問項目

Ｐ４ ２、茨城県内市町村のふるさと納税の状況
と実績
３、全国や茨城県内での特色ある取り組み及び特
典制度
４、阿見町におけるふるさと納税のこれまでの実
績、継続した件数と金額
５、阿見町のふるさと納税の特典と今後のふるさ
と納税制度の改善と財源確保について
質問項目３：名誉町民条例の制定を行い郷土の先
人や歴史を正しく伝承するべきであると考えるが
どうか
１、県内での名誉市民条例の状況について
２、阿見町の先人の業績について
３、義務教育における先人の業績の学習について
４、阿見町における名誉町民条例の制定について
質問項目４：児童・生徒の自転車安全対策及び事
故補償について充分な対策をとるべきであると考
えるがどうか
１、自転車通学をしている町内小中学校の児童・
生徒は何人くらいいるか
２、自転車通学の安全教育実施の責任は家庭か学
校か
３、通学による事故件数及び通学以外の児童・生
徒の事故件数を把握しているか
４、事故の原因は分析されているか
５、児童・生徒の自転車事故に伴う全国の損害賠
償額の例を把握しているか
６、自転車保険に加入している割合はどの程度か
把握しているか
７、保険をかけるということは予防原則に立とう
ということで、自転車保険加入を積極的に推
進すべきだ。自転車保険加入の助成制度をつ
くる考えはあるか
質問項目５：本郷地区に計画されている新小学校
に温水プールを併設すべきと考えるがどうか
１、本郷地区に計画されている新しい小学校の審
議の進め方について
２、地区住民やＰＴＡなどに意見や要望を聞く機
会はあるか
３、施設の概要について
４、温水プール併設の計画について

住 民 生 活 相 談
●地域や仕事での日常生活上の問題や行政に
かかわる問題などで解決できずに悩んでいる
方の相談に応じます。

連絡は、０９０-１５４８-５２９４

藤 井 孝 幸 議 員 の
名誉を回復する決議
私が提出者となって標記の「藤井孝幸議員の名誉
を回復する決議」を採決し、賛成多数で可決しま
した。本人にかかわることについては採決に加わ
れない「除斥」によって、藤井孝幸議員は議場か
ら退出して行われました。

藤井孝幸議員の名誉を回復する決議
平成２６年３月１８日、藤井孝幸議員に対する
議員辞職勧告が決議された。本辞職勧告が決議さ
れたのは、平成２５年９月議会での藤井孝幸議員
の一般質問を掲載した議会広報「あみ議会だより」
第１３８号が、名誉を棄損していると龍ヶ崎市の
常磐建設株式会社が代理人弁護士（龍ヶ崎市の眞
鍋・大関法律事務所、眞鍋涼介・武智裕子・岡田
友佑弁護士）を通じて、議会宛て及び藤井孝幸議
員宛てに内容証明郵便で謝罪を求めてきたことに
ある。
しかし、このような議会での言論や議会だより
への掲載が名誉棄損に該当するとすれば、議会活
動は大きな制約を受け、執行部を牽制し税金の使
途についてチェックするという議会本来の役目を
果たすことはできない。柴原成一議員の提出によ
る藤井孝幸議員に対する辞職勧告決議は、町民か
ら負託された職務を奪うものであり、藤井孝幸議
員の名誉を損なうばかりか、議会がみずからの言
論を制約することにつながる、あってはならない
きわめて憂慮すべき決議だったと言わざるを得な
い。
当時の阿見町顧問弁護士は「名誉棄損にあたら
ない」「正当な議会活動である」とアドバイスを
している。
議員辞職勧告決議にあるように、藤井孝幸議員
が「全員協議会では厳重注意を受けた」という事
実もない。全員協議会では、議長が「厳重注意」
の文書を示したものの異論が噴出し文書は回収さ
れてしまった。「反論を繰り返し自分を正当化し
ようとした」こともなく、「阿見町議会の品位を
著しく落とし議会を軽視している」という事実も
ない。
したがって、本議会は、事実でないことを前提
に議決された議員辞職勧告を撤回し、藤井孝幸議
員の名誉を回復する決議を行うものである。
平成２６年６月１０日

阿見町議会

