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午前１０時００分 開会 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） ただいまから、令和元年第

２回七飯町議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

  ─────────────────── 

  日程第１ 

  会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

 ９番 上 野 武 彦 議員 

１０番 坂 本   繁 議員 

以上、２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

  日程第２ 

   会期の決定 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 会期の決定を議

題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期を本日１日といたしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は本日１日とすること

に決定いたしました。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、諸般の報告を行い

ます。 

 本臨時会に、町長より提案された議件は、議案

１件であります。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定により本会

議に出席を求めた説明員は、その職、氏名を印刷

してお手元に配付のとおりであります。 

 次に、町政動向報告が町長より提出されており

ますので、お手元に配付しております。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ─────────────────── 

  日程第３ 

   議案第４５号 大沼岳陽学校改修建築主体 

   工事請負契約について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 議案第４５号大

沼岳陽学校改修建築主体工事請負契約についてを

議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長(竹内圭介) それでは、議案第４

５号大沼岳陽学校改修建築主体工事請負契約につ

いて提案説明申し上げます。 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定により、大沼岳陽

学校改修建築主体工事請負契約を、下記のとおり

締結するため、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 記といたしまして、大沼岳陽学校改修建築主体

工事請負契約の１の契約の目的は、大沼岳陽学校

改修建築主体工事で、鉄筋コンクリート造一部鉄

骨造２階建、延床面積は５,５００.０９平方メー

トルの外部及び内部改修工事、木造平屋建、延床

面積は４２.６１平方メートルの器具庫増築工事

です。 

 ２の契約の方法は、地域限定型一般競争入札。 

 ３の契約金額は、３億４,１００万円です。 

 ４の契約の相手方は、鈴木・カワマタ・松栄特

定建設工事共同企業体、代表者は亀田郡七飯町字

大沼町７４６番地、株式会社鈴木事業所、代表取

締役鈴木進氏でございます。 

 次のページは、付近の見取図及び配置図となっ

ております。 

 更にその次のページからは、１階平面図、その

次が２階平面図、そして屋根の伏図、最後に立面

図となっておりますので御参照願います。 

 また、議案関係資料１ページに入札の経過と結

果を添付しておりますので、御参照いただきたい

と思います。 

 提案説明は以上でございます。 

 議決いただきますよう御審議のほどよろしくお
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願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

 平松議員。 

○３番(平松俊一) 細々と９点ほど質問させてい

ただきたいと思います。 

 まず１点目ですけれども、入札の条件というの

を教えていただきたい。それと、入札の同じよう

な質問でありますけれども、案内の状況と言うの

ですかね、内容とその方法ですね。 

 ３点目としましては、これは内部工事と外部工

事がありますから、分離発注ということは考えら

れなかったのか。 

 ４点目としましては、落札率をちょっと教えて

いただきたい。 

 ５点目は、地域限定という一般競争入札となっ

ていますけれども、この地域限定とした理由を説

明をしていただきたい。 

 それから６点目になりますが、３社のＪＶとい

うことになっております。この３社の七飯町にお

ける建築工事のランクをそれぞれ教えていただき

たいのと、７点目ですが、Ａランクが何社、Ｂラ

ンクが何社、このＡとＢのランクを持ってらっ

しゃる会社が町内には何社いらっしゃるのか数を

教えていただきたい。 

 ８点目は、この３億４,１００万円、この金額

を受注できるランク。例えばＡランクだったら１

社で受注できるのか、ＡＢで組まないと入札に参

加できないのか、そこの説明をお願いしたいと思

います。 

 最後になります。これ、地域限定ということ

で、町内の業者を限定してるということなんです

けど、今回は競争入札となってますよね、１社し

か、１ＪＶしか出てきてないですけれども、これ

は、全く問題なかったのか。この９点、御説明お

願いいたします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長(竹内圭介) それではまず、御質

問の１点目の入札の条件でございますけれども、

こちらにつきましては、入札に参加できる業者と

しまして、町内における建築一式工事の競争入札

の参加資格がＡランク９７０点以上に格付けされ

ていることということで、条件をつけておりま

す。 

 また、そのほかに七飯町内の建築業法の第３条

１項に規定する営業所を有し４年以上営んでいる

ことというような条件でございます。また、七飯

町内でなければ、函館市及び北斗市に本店を有し

て４年以上営んでいることというような条件とし

ております。 

 また、過去１５年間で元請けとしまして国、地

方公共団体の発注する同規模程度の工事を履行し

ているというのを条件としております。こちらの

地域限定型の一般競争入札の参加の案内の方法で

ございますけども、こちらにつきましては広く公

告を行って公募を受けております。 

 内部と外部の改修工事、こちらが分離できな

かったかという部分でございますけれども、内部

の工事及び外部の工事ともに建築一式工事の範疇

でございますので、こちらにつきましては設計上

一緒に行ったほうが工事が効率的だということ

で、一緒にしております。 

 あと地域限定型の理由ということでございます

けれども、こちらにつきましては町内の業者を広

く地域限定ということにしなければ町内業者の仕

事を受注できる確率が下がるということもござい

ます。それで、なるべく地元の、ここの地域の業

者に取っていきたいということもございますの

で、そういった理由で地域限定を採用してござい

ます。 

 また３社のＪＶの、こちらのランクでございま

すけども、鈴木事業所につきましては町内のラン

クでいうとＡランクでございます。カワマタにつ

きましても、Ａランク、松栄建設につきましては

Ｂランクということでございます。 

 また、町内の地域限定の応募が１社ということ

で問題はないのかということでございますけど

も、今回の入札は地域限定型一般競争入札という

ことで、先ほど申しましたとおり、条件を付して

広く公告をしております。参加できる業者につき

ましては１１社ほどあったということになります

けども、今回はたまたま１社しか応募がなかった

というような状況であります。 

 ただ方法としまして、広く公告をして応募して

いるので、入札としては問題なく成立してるとい



－ 4 － 

うことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） 建設工事というこ

とで、私のほうから何点か補足です。 

 まず落札率ですけれども、今回９６.７５％と

いうことになってございます。 

 また、町内のランクＡＢの町内の数ということ

のランクということでございますけれども、指名

うちのほうで参加業者の指名に入っている業者で

は、Ａランクが２社、Ｂランクが２社でございま

す。３億でＡランク単体ではということなのです

が、単体でも入札は可能でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番(平松俊一) 町内の業者を優遇するという

意味で地域限定という手法をとったということな

のですけれども、この一式工事でＡランクの会社

が１社で受注できる金額だという説明を受けまし

た。ところが、Ａ、Ａ、ＢでＪＶを組んで、一企

業体のエントリーということですね。広く公告を

してるので１１社が入札に参加できる資格はあっ

たけれども、このＪＶだけで入札をして問題はな

かったという御説明でした。 

 そうしますと、例えばこのＡランクの会社が２

社ということは、ここのメンバー鈴木事業所さん

とカワマタさんしかほかにＡはないということな

のですね。Ａ１社でも受注できる仕事を、ＡＡＢ

のＪＶを組んでエントリーして１企業体で競争の

しない入札をしたと。 

 例えばＡが２社あるのであれば、Ａ社、Ａ社、

それぞれ入札をして競争をしていただいて、仕事

を少しでも町民から見れば安くとっていただくと

いう考え方が取れなかったのか、まずこれを

ちょっとお聞きしたい。 

 それと、はっきり言いますけれども、この３社

はですね、ずっと町内の大きい工事を長年取られ

てる会社です。ところが今回の仕事というのは、

はっきり言ってそのＡランクの会社ではなくて

も、例えば工事を分離発注とか出来るのであれ

ば、Ｂランクだ、Ｃランクだ、なかなか普段その

大きい仕事に参加できない業者を入れるという頭

がもしあったら、発注の仕方を変えて町内業者の

育成っていうことを優先するには非常にその好都

合な工事でなかったのかなと私は思うのですけれ

ども、はっきり言いましてこの誰でもできる仕事

をわざわざ町内の２社しかないＡランク２社、そ

れにＢランクの会社の一つのＪＶで競争入札をし

ないで落札をしたと。これは９６.７５％。例え

ば函館市でしたら平均９２％くらいです。極端に

言いますと、もし５％安く業者が落としてくれて

いると１,６００万くらいお金が浮くわけです、

町にとってはね。１,６００万あれば結構な仕事

をまた別にできると思うのですけども、なかなか

これから財政が大変だという声は出されています

けれども、こういうところで少し町内の業者を育

成する、それから町民のために少しでもお金、出

費控える、こういったことをやるべきではなかっ

たのかと思うのですけれども、今の御説明聞きま

したら、これ、どうなのですかね。これ町民は納

得できるような入札だったと私は思えないのです

けれどもね、その辺の見解をちょっと聞かせてい

ただきたいなと思います。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） 財政面でもっと入

札の仕方があったのではないかということでござ

いますけれども、まず今回、地域限定型一般競争

入札ということで実施してございます。 

 これはですね、町の決めてある予定価格が５,

０００万以上５億未満については、地域限定型の

一般競争入札で行うということになってございま

す。 

 また、参加できる業者については地域限定型と

いっても函館市、北斗市に本店のある建設業者で

すとか、当然参加し、うちらのほうも公告を出し

て広く応募してるということで、この時点でです

ね、競争の原理は働いてると認識してございま

す。 

 たまたま今回は町内の業者が、Ａ社、Ａ社、Ｂ

社ということで、ＪＶを組んだということでござ

いますけれども、その他にＪＶを組めば、その１

１社以外でも参加できる業者というのはまだふえ

てきます。なので、今回の入札については結果的

に１社しか応募がなかったわけですけれども、競
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争の原理は働いてるということで考えてございま

すので、御理解のほどよろしくお願いいたしたい

というふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏）町長。 

○町長（中宮安一） 補足させていただきますけ

れども、地域限定一般競争入札なのですよ。 

 今の平松議員のおっしゃっているのは、指名競

争入札でやるのであれば、それは私、可能だとい

ういうふうに思います。 

 しかしこれ国の補助も入っていますので、入札

方法は地域限定一般競争入札でやりなさいとい

う、そういう国の指導でもありますので、私ども

はいやしくも地方自治体でありますので法令遵守

をしながら、法令遵守をして仕事を進めておりま

すので、まずは御理解をいただきたい。 

 それと、函館市の今、例を出しました。今回は

９６.７５％の落札率でしたけれども、函館市が

平均９２％ということで今おっしゃいましたの

で、それだけをお聞きするといかにも率が４％、

５％という数字で出ているようでありますけれど

も、その函館市の９２％という平均がで、どの、

どういう形の入札、地域限定一般競争入札、今回

と同じようなのがこの率なのか、あるいは単独費

をもってやる指名競争入札の率が９２％なのか、

そこをですね、私はもう少しお聞きしたいと思い

ますので、大変申しわけないですけれども、そこ

を教えていただきたいというふうに存じます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） ９２％というのは、地域限

定とかそういうふうなことで分離して、整理して

言った数字ではありません。市の広報誌で落札の

報告ですとかホームページで出てる、少し金額の

張った工事をですね、ランダムに見たときに、大

体その９２％くらいが多いなという印象ですの

で、その辺、誤差がありましたら申しわけないで

すけれども、ちょっと正確な数字ではなかったか

もしれませんので、訂正をさせていただきたいと

思います。 

 それでは、再度質問させていただきますけれど

も、結局、１社入札でかまわないという判断基準

なのですけれども、広く広告をしたと。だけど競

争ということにはならないですよね、１社のエン

トリーだったら。他の自治体、もしくは国、道の

例いろいろ聞きました、契約課のほうに。それで

エントリーが少ない場合には、一旦流す、中止を

する、それで再度もう１回その案内を流して、で

きるだけ３社以上の競争入札になるようにしてる

というふうに電話では答えてるところが多いで

す。文書があるかといったらそれはないのかもし

れませんけれども。 

 前にも同じような質問してますけれども、競争

入札ということに、１社しか出てない時に当たら

ないのではないですか。そこをどういう判断なの

か、前にも同じ質問してますけれども、それは工

事の期間をちゃんと出してる、ホームページにも

出してる、それでこれしか出てこなかったのだ

と、それで落札価格も想定する金額内だから問題

ないと。 

 ただ、競争させるという努力をする必要がある

のではないかと思うのですけど、この点だけ最後

に質問させてください。 

○議長（木下 敏） 平松議員に申し添えます。 

 先ほど２回目の再質問の時に、町長から９２.

何％の話、ただ、あなたの話を聞いてますと、要

は、自分が見た感じと、そうしたら函館市の平均

ではないから、訂正するのはいいですけれども、

今後発言する時には、そういう事を十分注意した

上で発言して下さい。真正な議場での発言ですの

で、先ほど１回目の発言の内容が会議録に残った

ままだと、今たまたま町長が再質問、反対に質問

したからそのことがわかったけれども、だけど今

後はそういうことは十分注意してください。 

 町長答弁。 

○町長（中宮安一） 対象が１１社あったので

す。でも応札してこない、指名競争入札であれ

ば、それは指名しますから辞退ということもあり

ます。でも、この事業は国の補助を受けて地域限

定一般競争入札でやりなさいという事業ですよ

ね。これを１１社が応募権があるのにしない。 

 それともう一つは、七飯町という小さな町と北

海道という大きなところと、私は比べるのは少し

無理があるのでないかなと思うのですよね、北海
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道は全体的にありますから。 

 ですから私どもは今、１１社という対象の業者

があった中でぜひ応札してくださいよということ

でホームページなりに公告を出してるんです。公

募してるんですよ。 

 それを、１社しかこなかったから競争の原理が

働かないではなくて、これがもし１００％で落ち

たんであれば私はなるほどなというふうに思いま

すよ。でも、９６.７５％という一定程度の競争

があった数字だと私は思っています。 

 ですから、それを単純に、それこそ指名競争入

札で検討したらいかがですかという質問であれ

ば、議員の皆様方もそういう意向であればもう少

し検討させていただいて国ともやりとりしてみま

す、ということを言いますけれども、やはり私ど

もは法令遵守でありますので、ここは地域限定一

般競争入札でやって、その対象が１１社あったと

いうことで私は競争の原理は働いているというふ

うに認識しておりますので、ぜひ御理解をいただ

きたいと存じます。 

 以上でございます。 

○３番(平松俊一) 先ほど質問した中で、ちょっ

と答弁が漏れてるのではないかなという点が一つ

あるのですけれども、町内業者の育成のことにつ

いての答弁って、済みません、何とおっしゃいま

したでしょうか。 

○議長（木下 敏） 答弁漏れの部分を再度、も

う一度、答弁漏れだといういう部分を。 

 ただ、今、町内企業の育成という、それは多分

２回目の質問のときに言ったやつだと思うのです

けれども、だから本来であれば３回目の時に答弁

漏れの部分は言うべき、答弁漏れであれば答弁漏

れと言うべきですけれども、その点について今、

その部分の発言をよしとするかしないかを、議会

運営委員会を開いて協議してください、４回目を

さるかさせないか。 

 今の、要は答弁漏れ、２回目の時の答弁漏れな

のです。 

 だから、暫時休憩いたします。 

午前１０時２４分 休憩 

────────────── 

午前１０時５５分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、本会議

を再開いたします。 

 議会運営委員会の報告を求めます。 

 中川委員長。 

○１４番（中川友規） 平松議員の２回目の質問

に対して答弁漏れがあったとの発言があり、議会

運営委員会で協議した結果を報告いたします。 

 ２回目の質問に対して答弁漏れがあったため、

３回目の質問の際に答弁漏れを指摘できたはずで

ありますが、３回目の答弁後に指摘をしたため、

再度質問を行うことができるか協議をいたしまし

た。 

 議会運営委員会としては、七飯町議会会議規則

第５４条の規定により、質疑は３回を超えること

ができないため、平松議員の質問はこれで終了す

ることに決定いたしました。 

 以上、報告といたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは、３点ほど質問さ

せていただきます。 

 先ほど町長の答弁で、今回の国の補助金の条件

として、地域限定型の入札が条件だということを

おっしゃいました。今回の大沼岳陽学校の改修建

設工事に関して、一般競争入札ではなくて、地域

限定でなければならないという理由について、も

う少し説明をいただきたいし、できれば、そうい

うその国の条件を示した、資料なりを皆さんに出

していただいて説明をいただければありがたいか

なというふうに思います。 

 ２点目です。今回の入札に関して、１１社に案

内を出したということであります。実は今回の…

…。 

○議長（木下 敏） 上野議員、１１社に案内と

いうのは何も先ほど言ってません。公告したら１

１社が資格があるってことを先ほど答弁してます

ので、１１社が案内したというのは指名競争入札

ではないので、そこのところは誤解なく質問して

ください。 

○９番（上野武彦） 指名競争ではないですか。

１１社……。 
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○議長（木下 敏） 案内はしていないのです。 

○９番（上野武彦） 公募だけをしたということ

ですか。対象が１１社あると。 

 その件についてですけれども、今回の工事に関

して対象となる会社が１１社あるとおっしゃって

おりました。この１１社がですね、地域限定の条

件の中で、どんな会社が実際には町として上げた

のか、その名前と地域を説明していただきたい。 

 ３点目です。今回、結果として１社のみの応札

ということになりましたけれども、本来、競争入

札という形で行った今回の入札がですね、競争と

いう形にならずに１社のみの応募ということにな

りましたけれども、これに関しては、法的に本来

競争入札でやったものが１社しか入札しなかった

ということに関して問題はないのか、その辺につ

いて説明をいただきたい。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） まず１点目の補助

金の条件、地域限定一般競争入札ということなの

ですけれども、この金額、交付金、補助金もらっ

てやっていますので、この地域限定一般競争入札

で行うということは法によって決められてござい

ます。 

 ２点目の、入札１１社が資格あり、名前と地域

ということなのですけども、まず条件に、先ほど

も申しましたけれども、函館市に本店があるだと

か七飯町に営業所があるだとか北斗市に本店があ

るだとかということで、七飯町の参加指名業者に

登録している業者が１１社あるということでござ

います。 

 そちらに公告をして、対象の業者が１１社、さ

らに言うとＪＶを組むとそれ以上ということにな

りますけれども、そちらの会社がですね、応募の

資格があるということでございます。その名前と

地域ということで、先ほど言いました函館市、北

斗市、業者で言いますと、会社数が単体で１１

社、函館９社、七飯２社ということでございま

す。 

 最後に、競争とならずに１社となったというこ

とでございますけども、先ほど来、申し上げてま

すけども、七飯町の入札制度ということで、今回

地域限定型の一般競争入札ということでやらせて

いただきました。 

 また、別に指名競争入札というのもございま

す。その指名競争入札については、うちのほう

で、町のほうで、業者に案内をして、それで２社

以上でなければ入札は成立しないということなの

ですけれども、今回この地域限定型一般競争入

札、先ほど来、言ってますとおり、広く公告をし

て応募を募っている。今回たまたま１社しか応募

が来なかった、だけどもそれは、競争の原理とし

て法的には全然問題なく入札は成立してるという

ことで御理解いただきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 経済部長。 

○経済部長（青山芳弘） 補足答弁させていただ

きます。 

 一般競争入札が地域限定型一般競争入札のこの

区分のところについての資料ということもござい

ましたけれども、あくまで七飯町地域限定型一般

競争入札実施要領というものを平成２０年４月１

日に定め、これはホームページにきちんと掲載し

てございますので、ホームページをリンクする

と、ここの部分も見れるという状況から御理解を

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 先ほど、同僚議員が聞けな

かった、業者の育成についてお願いしたいと思い

ます。 

○議長（木下 敏） 幾ら何でも、それはあれな

んで、もう一度再度きちっと質問願います。 

○１番（横田有一） 地域限定型一般競争入札を

やるということで地元の業者がＡランクのところ

に２社入ったと、それにＢランクのとこが入った

よということでやっていくのはいいのですけれど

も、やはり地元に対して、地元業者にどういうふ

うにして育成ということをしていくのか、そこの

点お願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） 町内業者の育成と

いうことでございますけれども、今回、一般競争

入札でやってございますけれども、先ほど学校教
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育課長のほうからも、内部、外部、分離発注する

ことはないかという答えに、建築工事一式で効率

的にやることで安価にできるということでやって

ございます。 

 ただ、町内業者の育成に関しては、町の単独事

業とか金額によってランクごとに、例えば１３０

万未満ですとＤランクですとか、５００万未満で

すとＣランクですとか、そういった部分で、そう

いう工事の時にそういう区分けをしてやってござ

いますので、そういう部分で多数の業者が参加で

きるという状況であると思いますので、御理解願

いたいというふうに存じます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ちょっとなんか意味が違っ

てるのなかと思うのですけれども、結局、今の落

札業者に決まるということでありますので、実際

にその中でどれだけ地元のほうを使わないとだめ

だとかいう、そういう確か規制があったような気

がするのだけれども、そういうのがあるのではな

いかと思って、例えば地元に対してこうした仕事

を出してくださいということを、そういうものが

あるのかないのかっていうことだと思うんです。 

 だから下請け業者の話、下請けとして、例えば

今回仕事するところが地元の下請け業者をどのぐ

らい使って、どういうふうにしていくのかという

ことが本来の育成でないのかなと思うのですけれ

ども、その辺どうなのですか。お願いしたいと思

います。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） その下請け業者と

いうことに関して言いますと、特段、町のほうで

下請け業者で町内業者を使ってくださいというの

は指定はしていませんが、お願いの中で、できる

だけ町内の業者を使ってくださいというお願いは

してございます。ただ書面でこうしてくださいだ

とかというのは残してございません。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ということは、町内業者が

とった仕事でも、地元でないところが下請けで入

るということは、全部が極端に言えば入るという

ことだとか、そういう可能性があるという、そう

いう考え方でいいのか。 

 前に僕は何％は地元の人たちが取らなくてはだ

めだというようなことを聞いた覚えがあったの

で、今そこ確認の意味で出したのですけれども、

その辺、再度お願いします。 

○議長（木下 敏） 経済部長。 

○経済部長（青山芳弘） 今、都市住宅課長が答

弁したとおり、強制力はないのですが、町として

はあくまで下請けについても地元で何とかお願い

したいという依頼をしているということで、率と

かそういうものはございませんので御理解のほど

お願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） 下請け選定通知というのが

出てくるのです。その中で、もし、町内の業者が

いない場合は、これ町内の業者でできないのです

かと、こういう業者もいますよということで指導

はします。 

 ただ、そこには見積もり合わせみたいなものも

ありますから、下請け契約するときに、そこでど

うしても元請けのほうからのめがねにかなわない

部分は、それはカットされるというのは、これは

やはり商売上の話ですから仕方ないものだという

ふうに私は思ってます。 

 それと、地域の業者のことということでトータ

ル的なことを言えば、私は町長に当選をさせてい

ただいて、この１３年間、地元発注、地元雇用、

地元調達、これを基本的にやってます。 

 しかし、そこには、法令遵守、これをしっかり

遵守しながらやっているということで御理解をい

ただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。    

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 私は、今回の入札は一旦流

して、再度入札を行うべきだという趣旨の反対討

論を行いたいと思います。 

 先ほどの質問の中でも申し述べましたが、今回
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の工事は、別に特別技量を要する難しい工事では

ありません。金額が少し大きいということで、町

内のＡランクの業者は２社しかいない、この２

社、単独でも受注ができる工事をＪＶを組んで、

その２社ともが一つのＪＶで入札に臨んだ、競争

相手がいないということ、これは確かに法的には

問題ないのかもしれませんけれども、普通に町民

感情からすれば、こういう優しい仕事のときに普

段なかなか大きい仕事を取れないＢランクＣラン

クＤランク、こういう人たちをＡランクがうまく

救い上げて、二つのＪＶとかで入札をして競い合

う、こういうことがあるべきではないかと思いま

す。 

 ぜひ、その辺のことを他の議員もお考えをいた

だき、再入札を行うよう御協力いただければと思

います。 

 反対討論を終わります。 

○議長（木下 敏） ほか討論ございませんか。 

 川上議員。 

○１６番（川上弘一） この事業につきまして

は、先ほど言ってるように、国の交付金事業で地

域限定型一般競争入札して幅広く公募をかけて、

先ほどから言ってるとおり１１社が該当してると

いうことでありましたが、今回たまたま１社の応

募しかなかったと、落札率も９６.２％ですか、

競争原理が働いてるということでございます。 

 このことから、何ら問題のない入札であると、

入札の執行であるということから、賛成討論とい

たします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか討論ございませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、起立により採決を行います。 

 議案第４５号大沼岳陽学校改修建築主体工事請

負契約について、原案のとおり可決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

(賛成者起立) 

○議長（木下 敏） 起立多数であります。 

 よって本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

閉 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 以上で、本臨時会に付議さ

れた案件の審議は終了いたしました。 

 よって、令和元年第２回七飯町議会臨時会を閉

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午前１１時１３分 閉会 
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