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○ 議長 堀  広一 ただ今の出席議員は１０人です。定足数に達しており

ますので、会議は成立いたしました。 
  ９日に引き続き会議を再開いたします。    （午前 ９時００分開会） 

直ちに本日の会議を開きます。        （午前 ９時００分開議） 
議事日程第 2 号はお手元に配布のとおりであります。（別紙のとおり） 

 
◎ 日程１番 会議録署名議員の指名 
○ 議長 堀  広一 日程 1 番 会議録署名議員の指名を行います。 
  会議録署名議員の指名は、会議規則第 127 条の規定により議長において 

金 子 廣 司 君 
我 妻   耕 君 

の両君を指名いたします。 
 
◎ 日程 2 番 一般質問 
○ 議長 堀  広一 日程 2 番 一般質問ですが、宮下裕美子君の質問に対

して、町側の答弁が保留になっております。答弁を求めます。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 １点目から８点目まで質問があったと思いますが、具

体的なことでありますので、担当課長より答弁させます。 
○ 議長 堀  広一 住民課長 
○ 住民課長 清水 英俊 宮下議員からご質問がありました８点についてお

答えいたします。１点目は、資料１の委託契約金と業者が提出する見積金額、

町の積算額が一致しているのはなぜかという質問ですが、初めに見積り合わせ

の仕組みとしてこの見積書の見積金額は、契約時に業者から徴収する見積金額

であります。町の発注決議書の積算額に対する予定価格とこの業者の見積金額

を比較し、予定価格と同額か下回っている場合、この業者の見積金額にて契約

締結を行うため、業者の見積金額と委託契約金が同一となるものでございます。

具体的には、平成１９年度と平成２１年度の水色の部分については、町の積算

額と業者の見積金額、委託契約金３つの額が一致しております。これについて

は、先ほど申し上げた見積り合わせを行った結果、契約時の業者見積金額が予

定価格と同額となったため、３つの金額が一致しているものであります。なお、

ピンクの部分の平成２３年度から平成２６年度までの業者の見積金額には消

費税が含まれていなということであります。見積金額に消費税を含めると委託

業務契約書の委託契約金と一致するものであり、これについては、平成１５年

度から平成２２年度と同様に委託契約金が一致するということでございます。

２点目は、資料１の平成１８年度の委託契約の発注決議書の黄色の部分で、特
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命理由が「当社に４ｔトラックを購入させ平成Ｈ１６からＨ２０までの５年間

償却期間があるため特命とする」とあるが「単年度契約であるはずなのに償却

期間があるため特命理由とする」というのは、特命理由に当たるのか、との質

問ですが、当時の担当者に確認したところ、この年度の担当者は「車両の償却

期間が残っていることが特命理由になると誤った認識をしていた。」と確認し

ております。本来であれば、これを特命理由とするのではなく、従来どおりの

特命理由とすべきだったと考えるところでございます。ただし、適用法令につ

いては、従来から一貫して月形町財務規則第１４０条の２第１項第１号の規定

の摘要となっております。３点目は、資料１の発注決議書の摘要欄で、特命理

由で「長年当町の収集業務に従事しているから。」とあり「これを一者特命と

する理由はなじまない。」また「近隣に最終処分場の施設管理資格者を有して

おり、本町の最終処分場の維持管理を受託可能な事業所がないことを一者随意

契約の理由としているが、岩見沢にも施設管理資格者はいるのではないか。こ

のことが直接その相手しかそこしかないという理由になるのか。」という質問

ですが、昨日、９日に町長が答弁したとおり、業務の実行性という点から随意

契約を実施してきたものであります。また、近隣に受託可能な事業所がないこ

とを特命理由としていることでありますが、当時の担当者に確認したところ

「岩見沢市を含めた南空知管内の他の資格を有している業者に確認しても、そ

の当時の現時点では「自社の管理業務以外の他の施設の業務委託を受託する人

員的余裕はない。」との回答があったため、これを理由の一つに上げたもので

ございます。４点目は、資料２の非課税経費についてであります。平成２１年

度のパッカー車の経費が全部抜けているが、これはどうしてなのかという質問

ですが、以前のパッカー車の車検が２月であり、このため、平成２０年度中に

車検時の非課税経費が支払われ、また、平成２０年度の国の補正予算の臨時交

付金を活用したパッカー車の購入を予定し、平成２１年度に購入することを決

定しておりましたので、平成２１年度当初の当該委託業務の積算には計上して

いなかったものであります。５点目は、資料３の車輌経費ということですが、

燃料費の積算では３台分とフォークリフト分が別に計上されている。なぜ、こ

この部分だけ別立てで支払うようになっているのかという質問ですが、平成１

７年度、１８年度は、他の車輌と一緒の積算となっておりましたが、当時、南

空知地域ごみ処理広域化検討協議会において、ごみ処理の広域化に係わる検討

を行っておりました。衛生センターのリサイクルセンターに係る経費をこの協

議会のために算出しなければならず、このため平成１９年度から燃料費３台分

とは別に委託経費の積算を区分したため、このような積算となっております。

６点目は、資料３の平成１９年度以降について、燃料費の積算ではどのような

積算の仕方をしているのかという質問ですが、平成２２年度の当初予算編成時
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までは、業者から参考見積りを積算基準とし、平成２３年度から前年度実績も

勘案し算定しております。また、積算時には所要見込みの月額金額を算定し、

これを元に１年間分の燃料費を計上しているところであります。７点目は、車

輌に関する燃料費及び補修費は、委託料の最終月に精算するとされているが、

精算した形跡がないのではないかという質問ですが、これについては、精算を

行っておりませんでした。８点目は、資料３の平成１７年度から平成２０年度

のパッカー車と２ｔトラックの維持修理費は、業者が負担するはずなのに町が

負担している。修理費を町が全部負担していることは、町の所有車両と業者が

持っていた所有車両と何が違うのかという質問ですが、それぞれ車両について

は、１０年以上経過したため、修理箇所も多くなり、通常の修理のための毎年、

積算に含めている補修費では経費を補いきれないため、前年度中に車両を確認

して特別経費として修理費用を計上しているためであります。貸与車両につい

ては、町が賠償責任を負うものですが、業者に配置させる車両については、業

者の車両のため業者が賠償責任を負うこととなっている点で相違点があると

いうことでございます。以上、８項目についてのお答えといたします。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 答弁もれがあります。６点目の質問で「燃料費の積

算はどのように算出しているのか。」ということで、その時、平成１９年度の

燃料単価を聞いているのですが、燃料費（３台分）、軽油、月２,５００ℓ、１

１６円、燃料費（フォークリフト分）、ガソリン、月３０ℓ、１１６円と事例を

出して、その後、どのようになっているか聞いています。今、積算について言

われていなかったのです。 
○ 議長 堀  広一 住民課長 
○ 住民課長 清水 英俊 先ほども少しお答えしましたが、６点目の質問で、

私どもの積算書では、積算時の所要見込みの月額金額を算定し、それを基に１

年間分の燃料費を計上していると申し上げました。宮下議員は、平成１９年度

の燃料費の資料から前回、燃料費（３台分）、軽油、月２,５００ℓ、１１６円、

燃料費（フォークリフト分）、ガソリン、月３０ℓ、１１６円ということですが、

私どもの積算資料では、月額金額を元にしてこれを１年間の燃料費に計上して

いるということですので、ご理解いただきたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 ２回目の質問に入る前に、１回目の質問の町長の答

弁に対して抗議したいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長の答弁は私が認めたもので、正当な答弁であった

と思います。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
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○ 議員 宮下 裕美子 その内容に誤りがあるので、それに対して抗議と質

問があるのです。それと、今の内容についてです。 
○ 議長 堀  広一 別段、問題発言はなかったと思います。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 議長は、そのように思われているかもしれませんが、

事実、誤認の部分もありますし、問題があるので、続けさせていただきます。 
○ 議長 堀  広一 ２回目の答弁に相当、関連があるのですか。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 あります。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします    （午前 ９時１６分休憩） 
○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午前 ９時１８分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君の２回目の質問に入ります。２回目の質

問の前に抗議という文言が発言されましたが、この点については、訂正され

ますね。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 先ほどの部分は削除していただいてよろしいです。

これから始めます。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 ２回目の質問に入ります。前回、町長から答弁をい

ただきました。その中身についてまず質問させていただきます。その後、今、

住民課長から具体的な説明がありましたので、そこの質問に入りたいと思いま

す。このような順番で進めたいと思います。前回、町長は答弁の中で、通告書

の取扱いについて言われていました。町長は「通告書にはっきりした質問内容

がなかった。」と非難をしていましたが、本来通告書は要旨を書くことと決め

られています。質問の詳細まで書かれている議員はいません。むしろ、私は毎

回具体的に書いていますし、通告書に書いていない内容の質問をしたことがあ

りません。今回も「情報公開制度で得た資料を使って質問する。」と明記して

います。配付資料は私が作ったものですが、その元資料は町が提供したもので

あり、町が長年行ってきた行政の執行の記録です。町側が把握していて当然と

考えます。また、通告書は本会議１週間前の議会運営委員会で確認したあと、

すぐに町側に提示されます。今回は１２月２日水曜日でした。これは、通告書

の内容を十分吟味し、質問者と町側とが建設的な議論ができるようにするため

の準備期間で、もし、通告書の内容に疑問がある場合は、質問者本人か議会事
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務局に問い合わせて確認することができる期間となっています。私はこれまで

議員になってから毎回欠かさず一般質問をしてきましたが、もう何年間も町側

から事前の問い合わせを受けたことはありません。他の議員に確認したところ

町からの質問内容の確認が行われているということでした。つまり、町は通告

書の内容確認を一般的に日常に行っているのだから、私の質問内容が分からな

いのであれば、当然、私に確認しに来ればいいわけで、そういう手順になって

いると考えます。それをしなかったというのは、町側が内容を十分に理解して

いるということに他ならないと考えます。このような正当な手続きがあった上

での一般質問であるにもかかわらず、町が自らの確認作業を怠りながら「質問

が解らなかった。」と言って、批判の矛先を私に向けるのは、お門違いも甚だ

しいと考えます。このような正式な手続きをとっている以上、町長の発言は、

議会批判に当たるのではないかと考えますけれども、町長、いかがでしょうか。

それが１点目です。２点目は、配付資料と質問内容についてです。一般質問で

の資料配付は原則禁止であるわけですが、今回の質問には細かな数字等が不可

欠だったので、資料配布の希望を議会運営委員会に伝え、本会議の前日朝に正

副議長の決裁を受けました。その際、正副議長から質問内容の確認があったの

で、その時点で確定していた３項目を説明しました。その上で私から「資料は

膨大なので、事前に町側や議員に配付させてほしい。」と要望しました。正副

議長からは「かみ合った議論をするためには必要だろう。」と許可がおりまし

た。その後、正副議長は資料を持って副町長室を訪ね、資料と３つの質問項目

を説明したと聞いています。このように、議会からの情報提供は十分している

にもかかわらず、町長は「資料は今朝いわゆる本会議の当日に配付された。質

問はたった今聞いた。」と答弁していました。正副議長が前日に副町長のとこ

ろに行って説明したことは町長には伝わっていないのでしょうか。町長と副町

長の関係がどうなっているのか、そのあたりをお答えいただきたいと考えます。

３点目は、質問されていないことを答弁することについてです。一般質問とは、

議員の質問に行政側が答える場です。私は今回通告書に「情報公開制度により

入手した資料を元にして質問する。」と明記しました。９月の決算特別委員会

や私の議員活動報告書のことは、一切書いていません。にもかかわらず、勝手

に予想し聞いていない内容の答弁を延々と演説するのはどうなのか。議長に許

可を取れば何でも良いのか。月形町議会は質問回数の制限とともに時間制限も

あります。町長が勝手な答弁を延々と続け、私の質問時間を浪費してしまった。

これを許可した議長には厳正に対処していただき、質問時間には十分配慮して

いただきたいと要望するとともに、このようなことがもう行われないことを町

長に確認させていただきたいと思います。本当の内容に入る前に他にも問題点

があるので、そこも質問させていただきます。４点目は、前回の答弁で弁護士
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の見解や最高裁の判例が持ち出されました。地方自治において基本的な法解釈

は各自治体が独自に行うべきであります。何か問題があったときに弁護士に相

談に行くのは良いわけですが、弁護士の判断に従ってそれを仰いでそのままに

するというのは、いかがなものか。弁護士はあくまでも一つの見解を示すので

あって、絶対に正しいというものではありません。ちなみに私もこの件につい

て弁護士に相談しています。札幌市民オンブズマンに属する弁護士４人とこの

件についてディスカッションをしました。違法性や問題性をお互い認識してい

ます。つまり、町側の弁護士とは真っ向対立する見解であったということです。

でも、それだからすぐに違法であると断定できないと考えますし、そのことを

もってことさらこれは違法であるというつもりもありません。それよりもまず

事実がどのようになっているか調査するために今回の一般質問を行ったわけ

です。先ほども言ったように、私は違法性がどうかと確認するためにこの一般

質問をしたわけではなく、事実の確認をするために情報公開制度により資料を

入手して、どうなっているのか事実確認を中心に質問する予定でいました。で

も、町長からこのような答弁が出ている以上、その答弁に対する質疑は当然進

むわけですから、そのことについては、進めて行かざるを得ないと考えていま

す。弁護士の見解をうのみにして物事を進めたら誤ることもあると考えられま

す。事実がどうなっていたのか慎重に調査することが、何よりも重要であると

考えます。その点、町長はどのように考えますでしょうか。５点目は、最高裁

の判例についてですが、これはいつの判例で、どのような内容なのかが非常に

重要になりますので、このことを示していただきたい。判例は、個別の案件に

ついて審議した結果です。この最高裁判例が今、月形町で問題にしている内容

と合致するのか検証する必要があります。また、時代は動いていますので、古

い判例を持ち出してそれを信用すれば間違うことにもなります。前回の町長答

弁の文言から、私がインターネット検索したところ昭和６２年の判例が見つか

り文言も酷似していました。もし、その判例を使用したなら大きな問題がある

と考えます。平成１７年には国の談合事件があり平成１８年に特命随意契約可

能な事例が大幅に制限されています。また、２０００年の地方分権の動きや市

民監視の強化などから、この最高裁判例の後に同様の判例で違憲の判決も出て

いますので、引き合いに出された最高裁判例の時期と内容が月形町のこの問題

に関係があるのか非常に重要になるわけです。いつの判例でどういう内容だっ

たのか示してください。６点目は、１２月９日の町長答弁で随意契約が認めら

れる根拠として地方自治法施行令第１６７の２第１項第２号の「その性質又は

目的が競争入札に適さないものとするとき。」の規定をあげています。しかし、

月形町財務規則第１４０条の２第１項の規定では、随意契約であっても２者以

上から見積りを取ることが求められています。これを一者特命にした理由とし
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て月形町財務規則第１４０条の２第１項第１号の規定によって「契約の目的又

は性質により契約の相手方が特定されるとき。」としています。この時に適用

した「契約の目的又は性質」とは一体何を指すのか、前回の答弁では示されて

いませんでしたので、お答えいただきたいと思います。７点目は、更に町長は、

随意契約を行った根拠として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４

条第１項第１号の規定をあげています。この規定は「正確に業務遂行ができる

業者を選択すべし。」という規定です。そのため、町長は条件として施設、人

員、財政的な基盤の他、衛生、美観、臭気等への配慮があり、短時間で業務を

遂行できるために道路網や収集日、収集時間、分別区分を熟知しており、収集

所の清潔さへの配慮についても、十分な機能を有していることとしていました。

このことは確かに随意契約を認める要件ではありますが、一者特命でなければ

ならない理由にはならない。他に同様にこれらのことができる業者が存在しな

いことを証明する必要があるので、それを説明していただきたい。８点目は、

町長は、一般廃棄物の収集処理及び衛生センター維持管理業務について「法律

が経済性よりも業務の遂行の正確さを重視していると解される。」から一般競

争入札ではなく随意契約をする必要があるという論理の展開だったわけです

が、業務の遂行の正確さは随意契約が必須というのなら平成２７年度から指名

競争入札になったことはどのように説明するのか。これまでの論理展開では

「競争入札にすることは、業務の正確さを無視しても良い。」となってしまう

ので、平成２７年度からの一般競争入札との整合性をきちんと説明していただ

きたい。９点目は、今まで３０年間１者しか存在しなかった有資格者が今年、

突然３者に増えたが、それは何が変わったのか。先ほど住民課長の答弁で「他

に問い合わせをしたけれど、それを受ける人員的余裕がなかった。」というこ

とで、それがどうして平成２７年度から３者に増えたのか。それも含めて十分

な説明をお願いします。１０点目は、業務遂行の正確さを重視するとはいえ、

経済性を全く無視していいことにはなりません。先ほど１点目の答弁で、業者

と見積り合わせを行った結果、予定価格と同額か下回るときは、業者の見積書

がそのままの金額になり発注決議書もそれになるということでした。一方、先

ほどの燃料費などは町側が全く単価を把握せず月々の金額を設定して、その根

拠となるものがどこにあるかということが答えられないようなはっきり言っ

てずさんな予算査定をしておきながら、それがどうして一致すること自体もお

かしいと判断するわけです。結局、前年度の金額そのままを引き継ぐ場合、委

託金額の公正さはどのように保たれていると考えるのか。実は、様々なガイド

ラインがインターネットを引きますと出てきます。随意契約でやる場合には、

積算根拠や中身を透明に示すことが疑義をもたれないための必要条件である

ということで、ガイドラインを設けてそれに従って何を行ってどのような金額
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で行ってこのようなかたちになったなどがオープンになっている時代にあっ

て、昨日の答弁、先ほどの住民課長の答弁に対して言うと、経済性を全く考え

ず、尚且つ、透明性についても考慮されないまま金額をそのままうのみにして、

それを妥当であるとしているようにしか私には聞こえませんでしたので、それ

についても答弁をお願いします。以上、１０項目になりましたので、もう一度、

整理させていただきます。１点目は、通告書の取扱い。２点目は、配付資料と

質問の内容について。３点目は、質問されていないことを答弁したことについ

て。４点目は、弁護士の見解について、事実を調査することが実際に重要では

ないかということについて。５点目は、最高裁の判例は、いつ、どのような内

容だったのか。６点目は、契約の目的と性質はなんだったのか。７点目は、施

行令に示す要件を満たす同業者は、他になかったということか。８点目は、平

成２７年度に入札したこととの整合性。９点目は、平成２７年度になって有資

格者が１者から３者になった理由とその要因。１０点目は、委託金額の公正さ

はどのように保たれているのかということです。宜しくお願いします。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 お答えいたします。１点目は、事前の協議について、

それぞれ質問のすり合わせ等々を他議員とは行っているのに私の所には来て

いないということですが、私も当初の段階で宮下議員に一般質問について事前

のすり合わせを何回か行ったけれども、その時に具体的な内容として「このよ

うな質問をしますからこのような準備をしてください。」ということは、なか

ったと感じます。逆に「私が何を質問してもいいでしょ。」ということで、そ

の後、宮下議員は、すり合わせすることがお嫌いなんだと判断をして、今回に

きているというのが実際のところであります。２点目は、配付資料と質問内容

について、配付資料があるのなら、議会事務局を通して一般質問通告に基づく

一般質問通告書を提出するときに提出してもらえれば、私たちとしては、もう

少し、きちんと答弁ができたのではないかという気がしております。また「情

報公開条例に基づく文書をあなたは取り寄せて、それに基づいて質問している

のだから町側がすぐに即答できるのが本当でしょ。」ということですが、１０

年以上も前の資料を持ってきて、現在、答弁書を作成するのは、全く住民課に

タッチしていない課長、課長補佐がしなければならない。また、当時の職員に

も確認するということになったら、具体的なものをもう少し明示していただか

なければ、即答はできないというのが、実際のところであると思っております。

３点目は、一般質問以外の答弁をしたことはどうなのかということですが、最

初の通告書の内容にもありますとおり「今年９月の平成２６年度決算特別委員

会審議において、約３０年間に渡り標題の契約事実が明らかになったが、十分

な説明はなされなかった。」という文言が書かれています。質問の内容がよく
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分かりませんし、８項目に渡る質問があるのなら事前にいただいていれば私た

ちとしてもしっかり準備ができましたが、そんな中、私は何を答えたらいいの

か、まず、町長は「十分な説明はなされなかった。」ということでもあります

から、これについては、しっかり言いたいと思って説明したところでありまし

た。。４点目は、弁護士の見解についてですが、弁護士に相談したのは、ケー

ス・バイ・ケースもありますし、その中でいわゆる「法令違反ではないのか。」

と表現されたのが９月の決算特別委員会もしくは「ゆみこの議員活動報告書１

２」で出てきております。法令違反かどうかは、私たちはいわゆる法律家のプ

ロではありませんから、そのような質問があったことに対する答えをしっかり

見つけて行かなければならないので、そのためには専門家に相談することは当

たり前のことであると考えているところです。弁護士の皆さんの立場で、それ

ぞれ解釈が違うことは世の中の多くの事例でもありますから、そのことが全て

とは言いませんが、私たちが町村会の顧問弁護士に頼んで判断してもらい、そ

れを一つの根拠としたところであります。５点目は、一般質問の答弁で事例が

あがっているけれど、それはいつ、どんな内容のものかということですが、一

つには、昭和６２年３月２０日、最高裁判所第二小法廷民集第４１巻２号の１

８９頁です。もう一つが、平成２４年３月９日、宮崎地裁の判決、もう一つ、

平成１５年１１月１２日、東京地裁の判決、これらが佐々木弁護士からいただ

いた引用の日付となるかと思います。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします    （午前 ９時４０分休憩） 
○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午前 ９時４１分再開） 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 ６点目は、一者随意契約をしていたのはなぜかという

ことですが、先ほども説明しているとおり、理由書の摘要に南空知の業者のみ

なさんに聞いた結果として、今、月形町まで委託業務ができる人員的余裕がな

いということで、その確認はしているところであります。それが一つであると

思っています。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします    （午前 ９時４２分休憩） 
○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午前 ９時４３分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 ただ今の町長答弁で、宮下議員からの７点目の質問事

項について、分からない点があるということで、宮下議員に問います。７点
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目の質問内容を再度、説明してください。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 ７点目は、町長が随意契約を行った根拠として、廃

棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条第１項第１号の規定をあげま

した。この規定は「正確に業務が遂行できる業者を選択すべきだ。」という内

容の規定になっています。正確に業務が遂行できる業者というのは、どういう

条件にあてはまる業者なのかということで「そこに施設、人員、財政的な基盤

の他、衛生、美観、臭気等への配慮があり、短時間で業務を遂行できるために

道路網や収集日、収集時間、分別区分を熟知しており、収集所の清潔さへの配

慮についても、十分な機能を有していることと。」言われていたと思います。

それができていたら随意契約をしていいと認める要件ですから分かりますが、

随意契約は、先ほども月形町財務規則にもあるように基本随意契約であっても

２者以上から見積りを取ることを規定していますので、これを言ったからとい

ってその１者しかないということにはならないわけです。だから、こういうこ

とができる今、言った業務の条件を満たし、正確に業務遂行ができる業者が他

にいないことを証明しなければいけない。それでなければ、そのことを盾に一

者特命にはできないということです。でも、その説明はなかった。富士工業は、

この規定にあっていることは分かるけれど、この規定に合う他の業者はなかっ

たのかということに対して答えていない以上、富士工業が一者特命であるとい

うことを証明することにはならないということで、そこについて答えていただ

きたいということです。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 整理いただきありがとうございました。今ほど言われ

たとおり、それが随意契約するための条件であります。それなら、随意契約と

言いながら２者以上からすべきではないかということですが、一者随意契約と

いうのは、２者から取ったら一者随意契約にはならないので、一者随意契約の

条件としてこれが認められているのであれば、それでいいと感じます。それか

ら、先ほども申し上げたとおり、南空知管内の業者にその意志その他について

確認した結果としても、他の業者が「今の状況、条件では、月形町に向かって

委託できるような状況になっていない。」という確認も取っていますので、そ

れを条件としてきたところであります。８点目は、平成２６年度まで一者随意

契約でやっていたものが平成２７年度から３者の指名競争入札にしたのでは

ないか、それでは整合性の説明がつかないということですが、今回、私たちの

町の収集方法については、今までとは随分と変わりました。そして、単年度契

約から３箇年契約と内容を変更したところであります。その中で、実は５者の

指名をしました。うち２者は棄権、３者となり、そのうち８５％を落札ライン
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としましたので、１者については、落札ラインを下回るということで実際は２

者が適用で判断し現在の所に落ちたわけであります。正しく、単年度から３箇

年と契約条件が変わったことが一つにあり、もう一つ、今までとはごみ処理方

法が全く変わったというのが、今回、入札をもってやるということに変えた主

な要因であります。 
（平田議員 午前 ９時４９分退席） 

９点目については、簡単なメモを取ったのですが、これについてもしっかり

質問趣旨が分からないので、もう一度、議長、確認してください。 
○ 議長 堀  広一 １０点目の質問はよろしいですか。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします    （午前 ９時５０分休憩） 
○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午前 ９時５１分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 宮下議員に再度、９点目の質問について、把握しきれ

なかったので、もう一度、確認したいので、説明をお願いします。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 ９点目の質問内容を確認するまでもなく、８点目の

答弁と一緒に９点目も答弁しているので、それで十分なのでそのままでよろし

いです。 
                   （平田議員 午前 ９時５２分入場） 
○ 議長 堀  広一 それでは、１０点目の答弁ということで、お願いしま

す。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 １０点目は、見積価格と業者が提出した見積りが一致

しているのはおかしいのではないか、積算の根拠がはっきりしていないのでは

ないかということです。それがいくら経済性とは言わなくとも経済性もしっか

り追及していくということでは、積算があまいのではないかということですが、

私たちとしては、それぞれ、業者からもらったものを基準として積算根拠とし

てきたわけでありますが、経済性を含めて前回も答弁しておりますが、道の公

共事業単価を基準とした場合、平成２５年度、平成２６年度の２箇年で計算す

ると平成２５年度は、約７００万円道の単価が高くなる。平成２６年度は、９

５０万円委託料が高くなるということです。平成２７年度からの業務委託につ

いては、道の単価を基準としていますから、正しく、３者の一般競争入札と言

いながら今までの一者随意契約より基準としては高くなったというのは、実際

のところでありますので、それをもって理解していただきたいと思っておりま
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す。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 答弁もれがあります。２点目の答弁で、配付資料に

ついて、私は「前日、正副議長が資料を持って副町長のところに行って説明し

た。」と聞いているが「それがどのようになっているのか。そのあたりはどう

なのか。」と質問しているのですが、それに対して全く答弁がありませんでし

たので、お答えいただきたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 前日、副町長室に正副議長が来られたということで、

私も外出から帰ってきてお二人から説明を聞いたところで、８項目の質問のう

ち聞いたのは３項目という状況ですから、８項目全部を聞いているのであれば、

多少の準備はできたと思います。今の質問の内容を１日、２日で答弁書を書き

上げるもしくは調べることは、極めて厳しい状況であったと思います。９日に

本会議をやって休会をいただいた中でも職員にとっては、残業休日出勤を重ね

ながら確認をして今日にきている状況であります。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 ただ今、答弁もれの説明を聞いたのですが、質問の

３項目について、私は、その時、質問が８項目あるとは言っていなくて、た

だ、３項目だけはきちんとお伝えしたわけですから、それだけでも十分お答

えするのが普通の一般質問であると思います。この資料を元にやることを副

議長が伝えていますし、それを副議長からきちんと伝えたことは、この前の

議運でもしていただきました。それで、１日前だったからできなかったとい

うことですが、元々どれだけ準備していたのか。１週間あったのはなんだっ

たのか。先ほど、町長の答弁の最初に「宮下議員はすり合わせが嫌いなんだ

と判断した。」ので今まですり合わせは一切行わなかったということですが、

別に私がすり合わせが好きか、嫌いか、そんなことはどうでもいいのではな

いか。それに、私は、そんなことを聞かれたこともないし勝手に判断するの

はどうかと思います。それよりも、本質は一般質問がきちんとかみ合って議

論の場になるかどうかということが重要で、中身が分からないのであれば、

当然、好きか、嫌いか以前の問題として、きちんと手続きを踏むべき、それ

こそ手続きであると思います。他の議員の所には行って私の所には来なかっ

たということと、今回の答弁がきちんとできないということの正当性にはな

らない。全然、分からないのであれば、それこそ通告時から言っていただけ

ればよかったと先ほどの町長の答弁を聞いて改めて思いました。１点目から

３点目については、これ以上、言うこともないわけです。それから、弁護士

についても、基本的に町長が言われたように相談にいくことは必要であると
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思いますが、それを根拠に法令違反ではないと判断を下したのは町長ですか

ら、弁護士だけを引き合いに出す必要もないし、最高裁の判例において、先

ほど言われた昭和６２年３月の判例は調べが付いており、これはうちの業務

委託とはまるで形態が違っている判例でした。元々の工事があって、工事を

施工した業者でなければ管理ができないということで、一者随意契約してい

ることについてどういうことかという判例だったと私が調べた範囲内で分か

りました。その他２つの判例については、どこか分からないので知りません

が、それでも中身がきちんと示されなければ、判例を引き合いに出してもし

ょうがないということは、十分ご理解いただけたと思います。７点目の質問

については、再度説明させていただきましたが、細かな要件として条件を満

たしていることが随意契約には当てはまるけれど、それが一者特命ではない

ことを理解していただかないと、随意契約は一者特命でやることだけではな

く、随意契約には３種類あって、それは行政の方に言う必要もないと思いま

すが、財務規則にも書いてあるように基本随意契約をやるにしても２者以上

で行うことになっているのだから本来の財務規則をきちんと運用するとなれ

ば、先ほど言った要件では満たされないことを質問しているのに、それでい

いと思っていたというのならそもそもの前提が間違っていると思います。基

本、行政の行うことは、入札が前提、でも一部のものについては、随意契約

も認められる。ただし、それは、財務規則に基づいているもの、様々な法令

に基づいてかなり限定的であって、それらはきちんと説明されなければ行わ

れないことにもかかわらず、今の説明ではそのことが不十分だったと思いま

す。また、住民課長の答弁で、南空知の業者に聞いた結果として人員がない

のでできないというのであれば、それをきちんと文書に残して、それが見積

りを取ったことと同じように書類をそろえることが２者以上を対象にしてや

るという行政の手続きになるのではないですか。口頭でやっているのですか。

見積りのように書類がきちんと整っているのか。そこはきちんと答弁してい

ただきたいと思います。それから、平成２７年度で契約期間とごみ処理の方

法が大きく変わったということで、３年契約になったことは確かに変わって

いますが、ごみの処理方法については、別にうちが焼却炉を持ったわけでは

なく、ただ岩見沢市まで運ぶようになっただけであり、また、範囲が多少広

がったことはもちろん違いますが、それらが本当に随分変わったことになる

のか分かりませんが、普通に考えるとそのようには思えません。それから、

先ほどの説明で落札ラインを８５％に設定したと言われましたが、予算特別

委員会審議のときに「最低ラインを設けていて最低ラインに引っかかったの

か。」と聞いたら「この委託業務を遂行するに『足りる額』の設定があって『足

りる額』より下回った業者には発注しなかった。それを超えた者で最低ライ
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ンの者をやった。」と記憶しており、８５％のラインが引いてあったとは聞い

ていないのです。そのときの「足りる額」の根拠を示してほしい。「いくらな

のか。」あるいは「どういう計算でやったのか。」と聞いたときも「足りる額」

であるとだけ副町長が答弁したと記憶しています。なぜ、このように８５％

のラインと今頃そんな事が出てきたことが、私には解せません。それから、

最後の積算が道単価を基準にしたところ数百万円安かったといいますが、月

形町における他の入札や随意契約の業務委託全てを道単価でやったとき、み

んな道単価と同じようになっているのですか。元々が全体的に月形町の給与

水準や様々な物資の水準が下がった場合は、道単価で積算した場合と比べて

はるかに他の事業も低い可能性もある。私は計算していないので分かりませ

んが、ここだけとってことさらに道単価に比べてこれだけ安いという説明を

されても全然話にならない。先ほど住民課長の説明の問題の燃料費です。燃

料費は、以前の決算時にも話が出ていましたが、月２,５００ℓの資料が手元に

あったとき「２,５００ℓ、本当にそんなに使っているのか。」ということが出

ていたのに今の説明だったら何ℓ使ったかは関係なく月ごとの単価等を積算

してやっているということ。それから、その中身についてきちんと検証した

のか。先ほど言ったように住民課長の答弁で、１回目の７点目の質問の答弁

で、積算を仕様書に「『実績に応じて委託料の最終支払い月に精算とする』と

明記されているが、そういう痕跡がなかったけれど、実際はどうなっている

のか。」と質問したら、精算していなかったという答弁でした。そんなことを

やっているような契約なのに、その前年度からのものを用いてやって、それ

が正当であるということにはならないのではないか。そこをさも堂々ときち

んと積算していると言うこと自体が私には信じられない。先ほどの答弁を

色々聞いていてもずさんな管理が様々なところでなされていることを、一つ

ずつ追いていくと何時間あっても足りないのではないかと思うような答弁だ

ったのです。そういうことで、私は、今、いくつか申しましたけれども、こ

の随意契約をやった中の金額の妥当性や透明性あるいは中身で、その１者で

なければならない根拠が、どうしても理解できませんでした。先ほど言った

ように基本的に行政は、手続きを重要視して手続きに従って物事を進めるの

であれば、南空知の他の業者に聞いて、それができる業者がいないというも

のがあったら、その書類をもらってきちんとそれを付随させて、手続きを完

了すればいいものを、口頭でそのようなことをした。口頭でないかもしれな

い。手続きした書類があるなら出していただきたい。その上で、そうだった

とすれば、はなから一者特命でやるという方向で物事言っていて、金額も前

年度の金額を元にやっていく、そういうかたちでやっていたのではないかと

思いますが、そこはいかがだったでしょうか。 
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○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 何点かあって、頭の中の整理がつかないわけですが、

私が答えられるところから答えます。もういいということでしたが、最高裁の

判例は昭和６２年の判例だから古すぎて何の役にも立っていないのではない

かということでした。その後の裁判事例でも同じ条件ではないけれど、この判

断基準を元として判例が出ているということがありますので、お分かりいただ

きたいと思っています。また、一者随意契約の中で随意契約と言いながら２者

以上の見積りを取った中での随意契約なら分かるけれど、もし、その理由があ

るのなら、それなりの顛末書等々の整理をしておくべきではなかったのかとい

うことで、顛末書もしくは報告書等の書類として残していないことは、ご指摘

のとおりであると思っております。以下について、担当で答えられるものがあ

れば、答弁させます。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします    （午前１０時０９分休憩） 
○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午前１０時２０分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 住民課長 
○ 住民課長 清水 英俊 お答えさせていただきます。燃料費の積算、また、

委託料全体についてきちんと積算されているかということだったと思います。

そこで、答弁を繰り返すかたちになるかと思いますが、先ほどの６点目の質

問ですが、燃料費の積算について平成２２年度までは、当初予算編成時にお

いては、業者からの参考見積りを積算基準として勘案し積算しており、平成

２３年度から前年度実績も勘案し算定しております。また、委託料全体につ

いても当初予算作成時に業者から参考見積りをいただき、それを勘案して積

算させているということで、ご理解いただきたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今、最後に住民課長が説明しましたが、これは担当

が答えるレベルのことではないと思いますので、最後はきちんと町長に答えて

いただきたいと思います。平成２７年度の入札に富士工業も参加していますが、

最終的に５者で指名競争入札したけれど３者になった中で、先ほどの説明から

８５％以下の安すぎる１業者を外して残り２者のうちから一番安い業者を選

んだということで、今やっている空知環境になったわけです。そうすると、富

士工業はもっとも高い値段を入札時に示したとなるわけです。それは、自分た

ちで見積りを出しているのが業務内容は変わるけれど人員配置、月形町全体の

運行経路なども熟知して様々なことを知っている富士工業が出してきた見積
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りが一番高かったということは、これまでの見積りは高止まりしていたのでは

ないかと考えられなくもない。先ほど住民課長が説明されていたように前年度

実績を業者から聞いてそれを参考見積りにして次年度は行ったと言いますが、

私が把握している段階のところでも２,５００ℓも使っていたのか疑問になる

ようなものですので、中身の何ℓ使って単価はいくらで計算したのか分からな

いものを根拠に次年度もやっていくようでは検証もできない。本当にそれだけ

使っていたのか。もしかしたら３台以外の車にも入れていたかもしれないし、

どこまで使っていたのか検証もできない。尚且つ、精算しなければならないも

のを精算もしていない。そんなずさんな計算をずっとしてきて問題ないという

ことにはならないと、どう考えても私は思うのです。町民の感情としてもそん

ないい加減な予算立てや契約をしていたのかと多くの人は思うと思います。本

来、仕様書に書かれている精算行為をしていなかった。それもそんなに過去の

ことではない平成２２年度から平成２５年度までのことで、仕様書になんだか

知らないけれど５年間のところには書いてありましたが、平成２６年度は精算

行為の文言すら仕様書からなくなっているのです。そんなことだから、本来、

戻ってくるかもしれない少なくとも補修費がずっと６０万円というのが果た

してどれだけ使われていたのかさえも分からないし、燃料費はもっと何十万円

にもなるかもしれないし、本当に実態が分からない状況、このような現実が分

かって、これからどのように町長は対処しますか。過去のことだから水に流す

のか。それとも、どのようにするつもりでいるのか。今、自分たちはやらなか

ったと認めたから、あるいは書類がない、そのようなことはしていないあるい

は手続きとは違うけれど一者特命でやってきた。口頭では様々きちんとやるべ

きことをやってきたと説明されていましたが、どう考えても私は行政の手続き

としては瑕疵があるし不作為であったと考えますが、今回の件を町長はどのよ

うに考えているのか、答弁いただきたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今までの経過でいわゆる町が積算を含めて不作為や瑕

疵があったということですが、これらについて私はないと判断しているところ

で、今までの報告についてもそれなりに適用してやっていた。ただし、具体的

な小さな部分でまだ疑念があるから説明を求めたいということであれば、なる

べく当時を振り返りながらやっていきたいと考えております。ただ、平成２２

年度から平成２５年度の４年間に渡って精算行為をしなかったということで、

平成２６年度はどうしてその行為自体がなくなったのかということですが、こ

れを担当者に聞いたところ４年間精算行為をしなかったので、その後、条件を

外したということで、精算行為をしない方法にしたところでありますので、今

後において具体的なところで、もし、説明を求めるのであれば、これからも誠
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実に調べていきたいと考えているところであります。ただ、今回の契約に向か

っていく中では、昨年の予算委員会だったと思いますが、宮下議員から「今年

からの契約条項について指名競争入札でやるのですか。」という質問について

「指名競争入札を検討します。」ということで、今回そのように変わったとこ

ろでもあります。今まで金子議員からも「従業員の賃金があまりにも安すぎる

のではないか。ワーキングプアという問題があるのではないか。」という質問

も含めて、今回、指名競争入札でやることについても、なるべく仕事をしてい

く人たちのワーキングプアをなくすことも考えながら今回の最低入札率を決

めたわけであります。先ほどの答弁で８５％と申し上げましたが、これを８３．

３％に訂正させていただきたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 それでは、２問目に入ります。まず、通告書を読み

ます。質問１に関連する、４ｔトラックの購入経費と取扱いについて、質問１

と同様に、４ｔトラックの購入経緯と取扱いを一般常識に照らした場合、疑問

点と問題点が存在する。なぜこのような契約を維持継続してきたのか等、説明

を求める。あわせて、これ以外の委託業務において、この４ｔトラックと同様

な契約車両は存在するのか、伺いたい。と通告書に書きました。私が質問させ

ていただきたいのは、１点目は、資料４の仕様書と契約書の記載事項について、

私は、仕組みがちょっと分からないのですが、町が所有して貸与する車両とそ

れとは別に業者に配置させる車両が出てきます。契約書の下に無償貸与車両、

施設及び貸与用具等一覧表があり、その中に町の貸与車両があり町が所有する

車両ということで、町が保険に入っている車両としてトラッシュローダー、タ

イヤショベル、フォークリフト、町が所有して貸与するけれど業者が自賠責保

険に入る車両としてパッカー車、２ｔトラック、それ以外に町リース貸与車両

として油圧ショベルなどがあるということですが、それらと仕様書の第６条に

４ｔトラックを用意しなければならないと書かれていますが、なぜ貸与車両と

配置車両と別項目で分ける車両が存在するのか。なぜこのように分けなければ

いけなかったのか。その理由をお伺いします。２点目は、仕様書を見ると配置

車両は、新規購入が前提のように感じます。仕様書の第６条の水色の部分です

が、（６）収集車両は、新規購入後５年間で償却する。なお、業者から延長し

て使用したい旨申し出があったとき、町は収集車両を検査の上、延長して使用

することを許可できるものとするが、委託料は減価償却を除いた金額とする。

と書かれていて、これを読むと最初に配置車両といっても新規購入が前提で業

者が買ったものに対して町は５年間で償却費を払うことになっています。先ほ

ど町長は、富士工業を一者特命にした細かい要件として人員や車両をきちんと

配置できる業者であると説明があったわけですが、この４ｔトラック等を見れ



 18 

ば新車で買って償却しているし、資料は古すぎて入手できませんでしたが、平

成２１年度まで使用していた２ｔトラック、パッカー車もこの４ｔトラックと

同じようなかたちで基本的に新車を業者が買って用意し、その償却費を町が払

ったという説明を受けていますので、本来業者が持っていてそれを使う前提で

あればまだしもこういうかたちで購入させて、このようなやり方はどうしてな

のか。３点目は、先ほどの住民課長の１回目の答弁で、資料３のパッカー車、

２ｔトラックの維持修理費が平成１７年度から平成２０年度までかなり高額

が計上されていたのですが、その時に細かい補修費では間に合わなくなってそ

れをみるためにきちんと予算を計上してこのように修理費を出していたとい

うことでした。そうすると、業者の車両のはずなのに町が全部みる。これと同

じようなことが町の車両であっても同じように修理費を出すわけで、結局、業

者が持っても町が持っても掛かる経費は同じなのではないか。先ほど町長は、

任意保険の入り方が違うから損害を与えたときの有り方が違うという説明で

したが、基本的に任意保険も何もかも全て町側が結局は委託料で積算してみて

いるわけですから、そういうものも基本的に町側の基準によってこの車両には

いくらの任意保険ということではなく、今までの説明ですと業者側が全部持っ

てきた見積りをそのまま使っているような説明でしたので、ということならば、

町が所有のものと業者が所有のものは何が違っていたのか。その違いが私には

分からなったので、この３点について、それから、通告書にあったこれ以外の

委託業務において、この４ｔトラックと同様なかたちで業者側から提供されて

いる車があるのか、この４点について、お伺いしたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 具体的な質問内容に照らし合わせての答弁にはなりま

せんが、当初予定していた答弁書をまず読ませていただきます。収集車の経

緯についてですが、塵芥収集業務は先ほども答弁したとおり、昭和５９年度

までは町直営で実施しておりましたが、昭和６０年から塵芥収集処理業務を

委託方式に変更しております。収集車両は、昭和６３年度までは月形町の所

有車両であり、車両を貸与して業務を実施しておりました。ただ、平成元年

に車両の老朽化に伴い車両を更新しており、その際、委託業務の中で受託業

者が業務に使用する車両を配置する契約を締結し、その後、平成７年度の車

両更新時も同様の契約として平成２１年度の更新時に月形町が車両を購入す

るまでは、同様の契約となっているところであります。また、２ｔトラック

については、平成６年に新たな最終処分場が建設されたことに合わせて新規

に追加導入をしており、この２ｔトラックについても平成２１年度に車両の

老朽化に伴い車両を更新するまで同様の契約内容となっております。また、

４ｔトラックの導入の経過については、平成１５年度にごみの減量化を図る
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ため月形町廃棄物減量等推進審議会にリサイクル施設の設備、分別品目の増

加、車両収集の増強、収集処理料金の改定を諮問しております。この中でリ

サイクル施設を整備しプラスチック・ペットボトルの資源ごみの収集を行う

ことについて審議会として推進の方向での答申があり、プラスチック・ペッ

トボトルの資源ごみを収集するために必要であるとして、また、平成１４年

度末から全町のごみ収集を開始したため２ｔトラックのみでは積み込み不可

能な収集状況に陥っていることもあり、新規のトラックが必要になったもの

であります。なお、リサイクルセンターは、平成１７年３月に完成して平成

１７年４月から運用を開始しており、プラスチック・ペットボトルの資源ご

みの収集も平成１７年４月から新たに実施しているところであります。収集

車両の配置については、町の財政資質の平準化を図るために委託業務で委託

業者が業務に使用する車両を配置する契約を締結しており、車両償却相当額

を５年間に渡り委託料に含め支払いを行っていたところであります。また、

パッカー車は、平成元年から２ｔトラックは、平成６年から同様の契約方法

としており、今回の４ｔトラックにおいても同様の契約方法で配置したとこ

ろであります。この手法は、委託業者が車両を保有することとなりますので、

車両による事故が生じた場合も車両所有者としての責任は委託業者が負うこ

と。また、車両の修繕義務についても、委託業者が負うことになり運行の安

全と車両の適切な管理をするもので、当時は、当該車両を月形町に帰属させ

る考えはなかったものであります。先ほどの質問にもありましたが、なぜ所

有者を委託業者にしたのかということですが、財政資質を平準化するという

ことでメリットもあると考えて行政側はその判断をしたところでもあり、宮

下議員の配付資料のとおり４ｔトラックを買ってから５年間に渡っての委託

料が多少上がっていますが、大きく増額にはなっていません。百数十万円程

度多くなっているということで、財政資質を平準化するためにはこの手法が

適当であったと考えているところであります。平成１６年度当時の状況を言

いますと、小泉政権時代のいわゆる合併市町村以外について交付税を２割下

げるという状況で各市町村が必死になって財政計画の立て直しをして、いわ

ゆる財政資質を抑えるということもやっていたわけでもありますから、当時

の判断としては間違っていなかったと考えているところであります。また、

町所有の車両と業者の用意する車両との明確な違いは、事故等が起きたとき

に保険料は町が払ってもその責任所存は業者が持つということが明確な違い

であります。それから、なぜ、パッカー車、２ｔトラックを入れたのかとい

うことですが、平成２０年度末にパッカー車は１４年、２ｔトラックは１５

年経過していたところで更新時期を迎えておりました。当時、この車両の更

新の財源を模索していたところ平成２０年度に国の第二次補正予算において
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地域活性化生活対策臨時交付金が創設され、この補正予算でいただいた交付

金を基金に積んでおります。そして、平成２１年度においては、経済危機対

策に対応するため国の補正予算として地域活性化経済危機対策臨時交付金が

創設されております。これらの臨時交付金の財源を活用することでパッカー

車及び２ｔトラックの更新を行ったものであります。ちなみにパッカー車の

契約額９９３万１,０７１円そのうち国からの基金充当分９９３万１,０００

円１台の負担７１円であります。また、２ｔトラックの契約額５５６万５,５
４３円１台の負担１０万５,５４３円ということで、当時の財政状況の中で極

めて１００％にちかい補助がくるということで、その資金をもって導入した

ところであります。これ以外に４ｔトラックのやり方で導入した車両はある

のかという質問については、ないということであります。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今、町長から具体的な説明を聞いて、平成２１年度

の更新時に国の財源があったので、そのかたちで町が買ったということで、

それは私もそういう財源を活かして行われているのであればかまわないと考

えます。基本的には、貸与車両と配置車両はお金の出方は同じで、事故が起

きたときの取扱いだけが違うということだったと感じました。でも、事故が

起きたときのことを考えて問題にするのであれば、パッカー車と２ｔトラッ

クを町が買って、４ｔトラックは、いつまでも業者が事故の対応をするけれ

どパッカー車と２ｔトラックは町が保険に入って町が責任を持つわけですが、

他に２ｔトラックのような買い方の車両は現在ないということでしたので、

平成２０年度までは２ｔトラックとパッカー車も４ｔトラックと同じ買い方

で業者に買わせていたわけですから、それまでは３台がその対象のやり方だ

ったわけですが、平成２１年度以降は、４ｔトラックだけが特別だったわけ

です。事故が起きたときのことを考えてということであるのに、対象となっ

ていたのは業者が入っていた保険で払わなければいけないから業者に責任が

云々と言っても、そういう対応の車両は、４ｔトラックしかないのです。そ

うすると、他の車両は色々な使い方があって事故も起きると思いますし、な

ぜ、４ｔトラックだけ、そこに残しておいても有意性がないのではないかと

思うのです。それで、平成２１年度には、すでに町は平成１６年度から平成

２０年度までの５年間で６００万円ちかい償却費の全てを払い終えているわ

けですから、その時に業者と交渉などして手続きを変えることも可能だった

のではないか。事故が起きたときのことを考えてやることがすごく重要であ

るなら、パッカー車や２ｔトラックを更新するときもまた違うやり方があっ

たのではないかと思いますが、その時、財政の関係で振り替えしたとして、

そこが私は納得できないので、もう一度、もう少し、何か説明があればして
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いただきたいと考えます。それから、配置車両は、新規購入が前提なのかと

いう質問には答えていただけていなかったので、そこは再度お伺いします。

それは、先ほどの説明でずっと随意契約をしてリサイクル等資源ごみを収集

するようになったときに４ｔトラックが必要になったから購入するのに業者

側が用意して配置するやり方ですが、町側が購入して対応するやり方もでき

たと思います。最初の平成元年度、平成６年度でも結局は必要になったから

町側が買ってあげるかたちの説明だったと私は思うので、それは、配置車両

が必要になったときに業者が買って用意するのではなく、町側がそれを用意

してほしい言いながらお金は全部町がみる。これが、入札などをしているの

なら話は違うと思うのです。業者側がそういう車を持ってきて、その上で配

置車両を持っているものに対してきちんと手当ができるからその業者を選ぶ

というかたちになっているのなら、この仕様書も契約書も十分理解できるこ

とですが、新しく業務量が増えて車が必要になったときに車をなぜ業者側に

やらせるのか。委託料が大きくなっていないと言いますが、基本的に他の見

積りは前年度の比較で償却のところだけが１２０万円上乗せしているから別

にそれはなんでもないそのままの金額ですし、財務的な問題として町にはの

らないまでも、お金そのものはきちんと動いているわけですから、それはど

うなのか。あと、車両の値段でさえも本来町が一括購入して支払いする、一

括購入とは、町が様々な車を購入する場合、町の契約だということで、値段

交渉ができる、リースの契約など様々なやり方があると思いますが、それも

このやり方だったらできなくで、５年で償却するやり方も５年で全て払い終

えるやり方しかできなくて、値段交渉などは十分できたのか。それについて

もちょっと疑問が残るのですが、細かいことを色々と言いましたけれども、

実際のところはどうだったのか、分かる範囲でかまいませんので、お願いし

たいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 最初の質問で、２ｔトラック、パッカー車についても

町が準備して業者に貸与していたのではないかということですが、最初の委託

がはじまったときのパッカー車については、元々町が持っていたものをそのま

ま貸与して使用していたところであります。平成元年度のパッカー車、平成６

年度の２ｔトラック導入時において、４ｔトラックと同じように減価償却方式

ということで、５年間で業者サイドに準備してもらうかたちで進めてきたとこ

ろであります。また、その理由についてですが、平成２０年度当時のような１

００％補助にちかい補助がないということで、１年で購入するとなったら１年

間だけはいわゆる町の予算になりますが、車両購入費としては相当高いものに

付くだろうということで、いわゆる財政資質の平準化を求めるためにこのよう
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な方式をとったと感じているところであります。平成１６年度に取得してその

後、減価償却が終わった段階で、経費負担を全額行政が持っているのであれば

所有権の移転も考えなかったのかということですが、これについては、パッカ

ー車、２ｔトラックについても、所有権を最後まで業者が持っていたものでも

あり、そのような状況で、それをもらい受けるその他のことについては、私は

発想として行政側としてなかったわけでありました。私たちが取得して貸与し

ていたのではなく、私たちの財政資質の平準化の都合で業者が所有権を持った

ものですから、そのことについて、所有権を主張するのはどのようなことだろ

うと考えております。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします    （午前１０時５３分休憩） 
○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午前１０時５４分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 一つお伺いしたいのですが、単年度で車両を一台買

うのに高額な金額になるからという説明でしたが、単年度で公用車なども買っ

ていると思うのですが、どうしてこの事業のこの車だけがそんなに高額になる

のか。確かにパッカー車は高額ですが、それは買い方も色々あると思います。

高額だから単年度で買うことが難しいのであれば、町がリース契約などもでき

るし最終的に支払いが終わった後に買い取ることもあると思うし、色々なやり

方がある中で、それをやらないで一括購入のやり方しか言わないで財政資質が

平準化できないと言いますが、町全体の予算で約６００万円の車が買えないと

いうことになるのか。それだったら、その年に買わなくても次年度又は使える

まで使えばいいし、あるいはどうしても足りないときだけリース契約してどこ

からか調達してある程度補助金や予算のメドが付いたところで購入すること

が一般的ではないかと思います。除雪車の購入などはそのようなかたちで補助

金がうまく付く年に買い替えることもしてきたわけですし、そんなことを言い

出したら２ｔトラックや４ｔトラックは業務上どうしても必要なものだから、

どうしてこれだけがこんな買い方なのか分からないから、他に色々な車が町に

はあるわけです。それなのに今だって４ｔトラックだけが特別であるというこ

と。もう一つ、どうしても私が解せないのは、資料１の平成１８年度の一者特

命の摘要欄の黄色の部分で「当社に４ｔトラックを購入させＨ１６からＨ２０

までの５年間償却期間があるため特命とする」ということで、担当者が間違っ

たみたいな感じで先ほど答弁ありましたが、皆さんの印が押してある決裁書を

私は見ていますが、担当者がこれを書いて、決裁書を見た段階で「こんな随意
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契約を普通は単年度契約で特命の理由にこんなこと書いたら癒着していると

思われる。何考えているのか。」と、そこでチェックして書き直すような内容

ではないですか。それなのに、これは、間違っていて担当者が悪いみたいなか

たちで言われていましたが、決裁は全部受けてハンコが７つぐらい押してあっ

たような気がしますが、そのように書かれていました。先ほど言ったようにこ

の事業だけがそういう購入の仕方をしている。それから、他の予算でも１点目

のところでもやりましたが、金額の積算の仕方が曖昧で精算も行っていない。

そんな状況で４ｔトラックだけがいつまでもこういうかたちで残っていたと

いうのが、どうも一般的なやり方に比べてお粗末と言うか、本来行政が取るべ

き手法ではなく何か別の理由があったのかなと考えるのですが、その点につい

て、お伺いします。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 お答えします。４ｔトラックだけがということについ

ては、何度も説明していますが、最初からパッカー車、２ｔトラックの購入時

においても同じ考え方でやってきたというのが行政側としてその当時の考え

方であったのだろうと感じるところであります。資料１の黄色の部分「当社に

４ｔトラックを購入させＨ１６からＨ２０までの５年間償却期間があるため

特命とする」ことが、いわゆる癒着をしていたのではないかというご発言です

が、これについては、やはり、係の他に係長、課長補佐、課長そして副町長、

私と全員の印を押していますし、この確認をしっかりしなかったという点につ

いては、間違いなく「確認をしなかった。」ことについては、お詫びをしなけ

ればならない。ただし、先ほど答弁したとおり、一者特命でやったことの理由

づけとしては、従前からの理由づけを述べているところですし、４ｔトラック

をリースのやり方もあったのだろうということですが、当時の４ｔトラックの

リース料という感覚で計算すると１日当たり６,２００円ということでありま

す。これをいわゆる廃棄物処理場の３０９日間でやると年額１９２万円になる。

これが毎年リースでいった場合については、この金額を毎年支払わなければな

らないというのが、当時のかたちで計算するとそのようになるということであ

ります。新車購入時についてですが、これは車両販売会社に聞いた話ですから、

実際に正確なものかどうか分かりませんが、現在の４ｔトラックの価格は８０

０万円程度ですが、当時にこの仕様で新車購入した場合は、７００万円程度に

なるのではないかということで、今回、富士工業が取得してくれたということ

では、この７００万円を下回るということで、私たちは当時そのような考え方

をしたのではないかと感じております。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今までのところで、４ｔトラックだけが特別と言い
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ましたが、その前の２ｔトラックとパッカー車も含めて富士工業とのこの事

業だけが特別な買い方であることがおかしいと言っているので、なにも４ｔ

トラックだけを抜き出して言っているわけではないのです。私が４ｔトラッ

クと言うたびに町長は前回買った２ｔトラックとパッカー車の説明をされる

から、正しくそうです。だって、色々な委託事業が町内にはたくさんあるの

にこの富士工業とのこの購入のところだけが、そんなのがずっと継続されて

いたのか。それもあったのかということを私は問題にしたかったので、その

ことはもう最後の質問になったのでかまいません。もう、いいです。それで、

最後に質問させていただきたいのは、４ｔトラックの寄附採納についてです

が、私は全ての町政懇談会の会場に傍聴に行きました。その時に、札比内の

会場だったと思いますが、町民から「４ｔトラックについて契約が切れたと

きに寄附採納の話があったと聞いたけれど、本当はどうなのか。」と質問があ

ったとき、誰が答えたかということは別にしても、町側の答弁として「富士

工業から口頭ではそういう話があったようだ。担当者レベルでそういう話も

聞いて、ある程度まで話は行ったけれど、だったら書面で申し入れをしてほ

しい。町は、書面でしか動けないから書面にしてほしい。」と言ったが、それ

以上、業者側から書面の提出がなかったので、寄附採納の話は何もなかった

と判断したので、町としては何も悪くないと説明されていました。しかし、

一般的には口頭で申し入れがあった段階で、物事が進むのではないか。口頭

も十分な物事を進める根拠になるのではないか。なぜかと言えば、先ほど「一

者特命にならないように南空知の他の業者に色々な話を聞いたけれど、そこ

で他の業者はそれを受け入れられる人員がいないことを口頭で確認した。」正

しくそれがすでに証拠のようなかたちで言われていましたので、口頭で確認

したことも十分認識されているのではないですか。あるいは、町側が町民に

対して様々な事を依頼や申請するときにもまず口頭で連絡した上でそれを進

めてほしい、ある程度のところまで準備はこちらで進めているから後で書類

ということもあります。一般的には町民の感覚で言えば、口頭ですれば物事

進むと思っています。ですから、幼稚園が閉園するときの相談のときも、幼

稚園側は口頭で何回も言ったということでしたが、あの時も町側は最終的に

書類がくるまでは私たちは閉園することを知らなかったと言ったわけです。

本当に書類でなければ物事が動かないなら先ほどの南空知の確認したことは、

書類がなかったらおかしいので矛盾してくるのです。その点、書類がなかっ

たからというのがどうなのか。口頭でそういう話があって、本来そこで４ｔ

トラックを寄附採納したいと受けたところで、何らかの手続きが進んでいた

のではないか。もし、そうならないのであれば、どうしてそのようになって

いるのか、私には理解できませんので、そこの説明をお願いしたいと思いま
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す。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 いくつかの事例がありましたが、一つ、幼稚園につい

ては、閉園するという正式な書面の申し入れがあって、そこから正式に動いた

ということをまず理解してほしいと思います。札比内での町政懇談会でいわゆ

る担当同士の中で４ｔトラックの寄附採納の話があったと説明しております。

その後、上司から「それなら正式な書類として上げてほしい。」と指示してい

ますが、そこから富士工業側が書類として上げてこなかったと私は理解してお

りますので、係り同士の話で寄附採納したいということであれば、それを含め

てその後において私たちは支持したと報告を受けております。 
○ 議長 堀  広一 以上で一般質問を終わります。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします    （午前１１時０７分休憩） 
○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午前１１時３３分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 お諮りいたします。ただ今宮下裕美子君他２名から発

議第４号 一般廃棄物収集処理および衛生センター維持管理業務の委託に関

する調査特別委員会設置の動議が提出されましたので、この際、これを日程

に追加し、追加日程第２号１番として、直ちに議題としたいと思います。こ

れにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって発議第４号を日程に追

加し、追加日程第２号１番として、直ちに議題とすることに決定いたしまし

た。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします    （午前１１時３４分休憩） 
○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午前１１時３７分再開） 
 
◎ 追加日程第２号１番 発議第４号 一般廃棄物収集処理および衛生センタ

ー維持管理業務の委託に関する調査特別委員会設置について 
○ 議長 堀  広一 追加日程第２号１番 発議第４号 一般廃棄物収集処

理および衛生センター維持管理業務の委託に関する調査特別委員会設置につ

いてを議題といたします。 
提出者の説明を求めます。 

○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
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○ 議員 宮下 裕美子 発議第４号 一般廃棄物収集処理および衛生センタ

ー維持管理業務の委託に関する調査特別委員会設置の発議について、提出者

宮下裕美子から提案理由を説明いたします。この発議は、地方自治法第９８

条の規定に基づく調査特別委員会の設置を求めるもので、賛成者として笹木

英二議員、出村 隆議員も名を連ねています。先ほどの一般質問において私

から一般廃棄物収集処理および衛生センター維持管理業務に関する質問を行

いましたが、町長からの答弁は、疑問を晴らすには十分ではありませんでし

た。また、人々が様々なかたちで納めた税金を使って行政を行っているとい

う厳しくて厳粛な感覚が欠けていると感じる答弁内容でした。事実の確認や

問題の解明あるいは今後の対応においてもさらなる時間と調査を要します。

一般質問は、議員個人に与えられた権利ですので、今後も私個人としてこの

問題を追及することは可能です。しかし、この問題は、既に単なる一つの委

託事業という範ちゅうを超え税金による行政執行の基本姿勢あるいは公共調

達の本質を含めた問題に発展していると考えます。議会全体として議員各位

の様々な視点と知識により真相究明し、町民に対する説明責任を果たす必要

があると考えます。このまま疑問点を明らかにせず町民に対する説明責任も

果たさないままこの問題を終息させてしまったら、行政に対する不信だけで

なく議会への不信も増大するでしょう。私たち議会は、町民に変わって行政

を監視しそれを公開する責務を負っているからです。以上のことから、一般

廃棄物収集処理および衛生センター維持管理業務に特科し、過去から続く随

意契約の実態や委託状況などの事業全般について、町議会議員の様々な視点

から調査する特別委員会を設置したいと考え、提案いたします。内容は、名

称 一般廃棄物収集処理および衛生センター維持管理業務の委託に関する調

査特別委員会、定数は議長を除く全議員９名、所管事項は、一般廃棄物収集

処理および衛生センター維持管理業務委託に関する全て、調査期限は、所管

事項に関するすべての調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことがで

きるとしました。以上、議員各位のご賛同をお願いし、提案の説明といたし

ます。 
○ 議長 堀  広一 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
  次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論あり」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 この件については、９月の定例会でも同じことで進ん

でまいりました。今回も宮下議員の一般質問でこの問題が出てきて、私も完
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全に疑問は払拭されていないと思いますが、この件については、我々町議会

も予算計上を認定していますし、しっかり監査してやってきてこの状態にな

っていますので、それに対して宮下議員が言われるように疑問があるという

ことであれば、先ほど町長もしっかり答えていく考えがあるということです

ので、あえて特別委員会を立ち上げることもないと思います。我々議会もこ

れを認めてきているので、それを考えると特別委員会を立ち上げて果たして

結論が出るのか、やってみなければ分からないと言われればそれで終わりか

もしれませんが、私としてはあえてここで調査特別委員会を立ち上げる必要

はないと思って、反対いたします。 
○ 議長 堀  広一 他に討論ございませんか。 
○ 議長 堀  広一 笹木英二君 
○ 議員 笹木 英二 異例の２回目の同じような特別委員会の設置の申し出

ということで、月形町議会はじまって以来のことであると思います。しかし、

非常に大きな問題ではないかと思います。今まで９月の決算から今まで色々な

やり取りで、何一つ決着、納得した事柄はなかったように思います。私が一番

不信に思うことは、これは４ｔトラックのことから出たわけですが、富士工業

で寄附採納したいと言ったが、町側はそのようなことはなかった。これ一つ考

えても、私は真実をしっかり知りたいと思います。それから、先ほどの宮下議

員の質問で、一番驚いたことは、精算行為をしていないということで、これを

何年間も行っていないことは大きな問題であると思います。私も、燃料代には

注目していたのですが、委託料の約１０％前後の範囲を示す燃料費ということ

で、果たしてこれをしっかり把握しないで積算額あるいは見積額ができるのか。

それを考えると益々不安な要素があります。できることなら、これは町のため

にも今後の委託のことを考えてしっかり議論して、委員会でやっていくことも

一つの方法かなと思いますので、賛成ということであります。 
○ 議長 堀  広一 他に討論ございませんか。 
○ 議長 堀  広一 松田順一君 
○ 議員 松田 順一 この問題は、先ほど大釜議員からも２回目であるとい

うことでした。前回の議会で動議を出されて否決されたわけですが、宮下議員

は、情報公開制度で情報を得たということで、先ほどの質問を見ると、事実上、

調査をしているということです。だとしたら、あの議会議決は一体なんだった

のかということが一つ疑問にあり、その点については、私はどのようなことか

分からないので、基本的なことは、町もどう対応したらいいのかということを、

もっと検討していただきたいと思います。それでは、反対の討論をさせていた

だきます。今のこととつながるのですが、宮下議員が情報公開制度でいわゆる

情報を得たということで、話の中にオンブズマン制度ということで、オンブズ
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マンの中で税金の無駄いなどの調査をしているということで、オンブズマン連

絡会議では、入札調査の分析結果報告について書かれてある本を読みました。

その中で「北海道の１億円以上の公共工事の落札価格は、９０％以上が多いと

いうことで、疑惑が多い。」ということでした。前回の反対討論でも前向きに

まちづくりをすべきであるということで、今回、結果として８３．３％の予定

価格で済んだということで十分機能していると思いますので、そういう意味も

含めて前を向いたかたちで新しい町議会と行政側との考え方でやっていくべ

きであるということで、反対討論とさせていただきます。 
○ 議長 堀  広一 他に討論ございませんか。（「討論なし）」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
  これから起立により採決いたします。本会議に提出された宮下議員からの

発議に賛成の方の起立を求めます。（起立３名、不起立６名） 
○ 議長 堀  広一 起立少数です。よって本発議は、否決されました。 
 
○ 議長 堀  広一 以上をもって本定例会に付議された案件は全て終了い

たしました。平成２７年第４回月形町議会定例会を閉会いたします。   

                        （午前１１時４９分閉会） 
 


