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平成２７年第２回富士川町議会臨時会                                             

                            

平成２７年４月２２日 

                           午後１時３０分開会                                   

於 議場 

 

1. 議 事 日 程 

 

日程第  １ 会議録署名議員の指名 

日程第  ２ 会期決定 

日程第  ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町税条例等 

の一部を改正する条例） 

日程第 ５ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町都市計画 

税条例の一部を改正する条例） 

日程第 ６ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町国民健康 

保険税条例の一部を改正する条例） 

日程第 ７ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富士 

川町一般会計補正予算（第１３号）） 

日程第 ８ 議案第４８号 東川拡幅工事（２６－１）請負変更契約の締結について 

 

 

２. 出席議員は、次のとおりである。（１５名） 

 

１番  小 林 有紀子      ２番  深 澤 公 雄 

３番  川 口 正 満      ４番  青 栁 光 仁 

５番  堀 内 春 美      ６番  秋 山   勇 

８番  鮫 田 洋 平      ９番  長 澤   健 

１０番  秋 山   貢     １１番  市 川 淳 子 

１２番  齊 藤 欽 也 １３番  井 上 光 三 

１４番   神 田   智          １５番  小 林   進 

１６番   齊 藤 正 行 

         

３. 欠 席 議 員 

   

 な   し 
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４. 会議録署名議員 

 

６番  秋 山  勇      ８番  鮫 田 洋 平 

                                                       

５. 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名(５名) 

   

町 長 志  村     学                               会 計 管 理 者 笠 井 千 尋 

総 務 課 長 増 原 俊 郎  財 政 課 長 齋 藤  靖 

建 設 課 長 細 野 幸 男    

     

 

６. 職務のため出席した者の職氏名（３名） 

 

   議 会 事 務 局 長  秋 山 俊 男 

    書     記  小 林   恵 

   書     記  樋 口 一 也 
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開会  午後１時３０分 

    

○議長（齊藤正行君） 

     富士川町告示第１８号を持って招集されました平成２７年第２回富士川町議会臨時

会に、議員ならびに町長をはじめ執行部各位には、ご健勝にてご出席いただきましてあ

りがとうございます。 

     ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達しておりますのでこれより、平

成２７年第２回富士川町議会臨時会を開会します。 

     これから本日の会議を開きます。 

                                             

 

○議長（齊藤正行君） 

   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

     会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、 

      ６番 秋山勇君および 

      ８番 鮫田洋平君 

     を指名します。 

                                            

 

○議長（齊藤正行君） 

   日程第２ 会期の決定を議題とします。 

     お諮りします。 

     本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。 

     これに、ご異議はありませんか。 

     （異議なし。の声） 

     異議なしと認めます。 

     したがって、会期は本日１日と決定しました。 

                                             

 

○議長（齊藤正行君） 

   日程第３ 諸般の報告。 

     この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

     議長から報告します。 

     本日の議事日程、説明員として出席通知のありました者の職・氏名および監査委員の 

出納検査報告などにつきましては一覧表として、お手元に配布したとおりです。 

 このほか議員各位には、各種行事などにも積極的に参加していただき、大変ご苦労さ

までした。 
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 以上で、諸般の報告は終わります。 

                                                    

○議長（齊藤正行君） 

日程第４ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町税条例等の一部を                         

改正する条例） 

日程第５ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町都市計画税条例の 

一部を改正する条例） 

日程第６ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（富士川町国民健康保険税条 

例の一部を改正する条例） 

日程第７ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度富士川町一般 

会計補正予算（第１３号）） 

      

以上の４議案については、専決処分案件でありますので、一括して議題とします。  

   町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

   町長 志村学君。 

○町長（志村学君） 

     ――――  議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明  ―――― 

○議長（齊藤正行君） 

     次に、承認第３号及び第４号の補足説明を求めます。 

     税務課長 磯野英秋君。 

○税務課長（磯野英秋君） 

     （以下、専決処分書の朗読説明） 

     新旧対照表で説明申し上げます。１１ページをご覧ください。 

     第２条第３項につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の施行に伴いまして町税条例を改正する

理由ということで、その旨の文言を第２条の（３）のところに挿入するものであります。 

     以下、この条文がたくさんでてきますので、ここにつきましてはマイナンバー制度に

よる改正ということで説明申し上げます。 

  次に、（４）でありますが、これは所要の改正で法人ということを改めて謳うもので

あります。 

めくっていただきまして、第３１条の２、こちらに関しましては、所得税法、地方税

法等の規定で、こちらの文言を削る改正ということであります。 

次のページ、１４ページ。こちらに関しましても、資本金等の額を有する法人という

ことの、規定の整備がありましたので、町税条例にも付け加えるものであります。 

１５ページに行っていただきまして、こちらも文言の改正提言であります。その下も

同じく同じ趣旨で、寮等の所在、法人番号と、みんなこの法人番号があるところは、い

わゆるマイナンバー制度に関する改正であります。 
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１６ページは、条項の改正がありましたので、それに併せての訂正が４、及び第４８

条の第６項にございます。１７ページは特にございませんのでめくって、１８ページで

すが、ここも条項のずれの改正であります。第５１条に関しましては、町税の減免条例

ということで、こちらの方に、今までの納期前の７日というところを、直近まで認める

ということで、納期前１日とする条例であります。その下は、マイナンバー制度に関す

るところで、法人番号、個人番号等という文言が入る改正でございます。１９ページに

関しましては、家屋の付帯設備に関する固定資産税の事項の訂正でございます。趣旨と

いたしましては、家屋の賃借人が施工した付帯設備につきましては、この場合は事業者

のことを想定しておりますが、賃借人において償却資産として特定設備ということで申

告する、そういう条例の条項の整備であります。その下に関しましては、条項のずれの

訂正であります。同じく２０ページも条項が変わることの訂正、一番下のところが、同

じく、マイナンバー法案関係の改正であります。２１ページに関しましても、マイナン

バー制度に関するものであります。２２ページ、同じく、個人番号、法人番号というこ

とでマイナンバー制度に関わる訂正です。２３ページに関しましても、個人番号法人番

号という文言がつくという訂正がございます。７１条、７４条になります。めくってい

ただきまして、２４ページ、こちらも、マイナンバー制度に係る、法人番号、個人番号

の改正でございます。２５ページに関しましても同じく、納期前の７日を１日とする、

軽自動車の減免に関しても直前までの減免の申請の受付という趣旨で、その下が同じく

マイナンバー制度に関わる改正であります。２６ページに行きまして、同じくこちらの

方にも身体障害者の別途の規定があります。ここに関しましても、７日前を１日前まで

とすると。同じく、マイナンバー関わる、条例、規定の整備ということになります。そ

の下に関しましても、同じく納期前の７日を１日とする訂正であります。特別土地保有

税に関しましても７日前に１日として、同じくマイナンバー制度に関する訂正でありま

す。２８ページも同じく、個人番号、いわゆるマイナンバー制度に対する所要の改正、

それから、附則になりますが、第７条に関しましては、向こう３年間、住民税の課税を

先延ばししますという趣旨の改正であります。その下の２９ページに関しましては、寄

附金の特例ということで、いわゆるふるさと納税に関する、俗に言うところのワンスト

ップ特例が新設されました。それに関する所要の改正ということで、こちらの文言が２

９ページそれから、３０ページ、３１に挿入され、個人のふるさと納税をした方が、直

接、町県民税の方に、税額控除をできる旨の規定の整備がございましたのでその改正で

あります。２１ページに関しましては、固定資産税の減免に関する、特例措置というこ

とで、都市緊急整備に対する地域における、公園等を想定しておりますが、これを申請

があった場合、２分の１まで減免できるという制度が今回挿入されたところであります。 

  同じく、その下に行きまして、津波の緊急避難設備、および高齢者住宅等に関する減

免申請があった場合に課税標準が減免できる旨の規定が新たに挿入されまして、２分の

１と。それからめくっていただきまして、３２ページ、３分の２ということで、サービ

ス付き高齢者住宅に関する、課税標準額の課税の特例の措置であります。第１０条の３

につきましては、マイナンバー制度にかかわるもの、同じく２項に関してもマイナンバ
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ー制度にかかわるもの、その次の３３ぺージにつきましても、マイナンバー制度にかか

わる所要の改正であります。めくっていただきまして、３４ページも、マイナンバー制

度に係る所要の改正を行うものであります。３５ページに関しましてもマイナンバー制

度に係る改正を行う旨の附則のつけ加えであります。３６ページに関しましても、同じ

く、マイナンバー制度に関する特例の改正と。その下が、土地に対する課税の、固定資

産税の特例措置を、またこれも向こう３年間、延長しますよということで、これに関し

ましては、特定の計算方法でやった課税標準額が一気に高くならないようにという趣旨

の特例の改正が、向こう３年間の延長ということがその次の３７ページにも、向こう３

年間延長しますよと。めくっていただきまして、３９ページも、同じ趣旨の改正。３８

ページ、３９ページも、同じく向こう３年間、商業地等も、特例を延長しますというこ

と。それから４０ページに関しますのは、農地に対する、その旨の激変緩和措置の特例

を向こう３年間延長しますと。それから、４１ページに関しましても、特別土地保有税

の、課税の特例をこれも３年間延長しますという趣旨であります。４２ページに関しま

しては、軽自動車税の特例ということで、こちらのほうにございますように、新しくこ

ういうことで挿入されまして、１年間既定の自動車の法人町民税が、安くなるという、

規定の申請があります。以下、４３ページ、４４ページ、４５ページ、４６ページまで

は、軽自動車税に関する、附則ということで、所要の改正を行って、軽自動車税のいわ

ゆるグリーン特例経過の措置を行うものであります。 

４７ページに関しましては、これも軽自動車の経過措置を定めたものであります。 

４８ページ、同じく経過措置を定めております。 

以上が、平成２７年度における、地方税法の改正に伴う町税条例の改正になります。

よろしくご審議いたします。 

つづきまして、都市計画税の所要の改正です。 

（以下、専決処分書の朗読説明） 

こちらの方も、３ページ、新旧対照表をごらんください。 

第２条につきましては、条項文言のずれの訂正であります。第４項に関しましては、

先ほど出てきました、固定資産税のほうの減免の特別、これが、都市計画にも適用され

ますので、公共施設等の用に供する償却資産等を２分の１にすることができる規定。そ

れからめくっていただきまして、同じく都市再生緊急整備等の地域に対する施設に対し

て３分の２ということのできる旨の規定であります。この次も、都市計画の特例という

ことを、向こう３年間延長するという旨の規定であります。  

５ページに関しましては、これも同じく向こう３年間とこれを延長するということで、

やっぱり税の激変の緩和をするための措置を延長します、という趣旨のへ改正でありま

す。６ページに関しましても、やはり向こう３年間商業地等の税の激変の緩和の措置を

延長しますという趣旨。それから、７ページに関しましても、農地に関する、激変の緩

和の措置を向こう３年間延長しますという措置であります。次に、７ページの一番下に

関しましては、条項のずれの訂正であります。８ページに関しましても、それぞれ条項
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に所要の訂正がありましたので、それに準用して都市計画税も訂正いたすということで

あります。 

以上の内容であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

                                              

 

○議長（齊藤正行君） 

次に、承認第５号の補足説明を求めます。 

町民生活課長、佐藤洋子さん。 

○町民生活課長（佐藤洋子さん） 

それでは、承認第５号についての補足説明をさせていただきます。 

（以下、専決処分書の朗読説明） 

今回の国民健康保険税条例の改正につきましては、地方税法の一部改正に伴う改正で

す。主な改正内容は、国民健康保険税の課税限度額の引き上げ、並びに国民健康保険税

の軽減措置について、５割軽減及び、２割軽減の対象世帯に係る、所得判定基準の改正

です。新旧対照表をごらんください。第２条、課税額第２項中、国民健康保険の基礎課

税額に係る、課税限度額を５１万円から５２万円に、第３項、後期高齢者支援金等課税

額に係る課税限度額を、１６万円から１７万円に、第４項中、介護納付金課税額に係る

課税限度額を、１４万円から１６万円に引き上げるとするものです。次のページをごら

んください。 

第２３条は、国民健康保険税の減額の改正になります。第２３条中、減額後の課税限

度額を５１万円を、５２万円に、１６万円を、１７万円に、１４万円を、１６万円に引

き上げるとし、また、国民健康保険税の軽減判定所得の算定における被保険者数に乗ず

る金額を、同条２号、５割軽減の対象となる世帯についてですが、２４万５千円を、２

６万円に、３号、これは２割軽減の対象となる世帯についてですが、４５万円を４７万

円に改正するものです。次のページをお願いします。 

附則第３項関係、富士川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正につ

きましては、附則１、施行期日中、附則第１６項の改正規定、配当所得を、「利子所得、

配当所得及び雑所得に改める部分に限る。」につきましては、「平成２８年１月１日か

ら施行する。」を追加するものです。なお附則１施行期日でありますが、平成２７年４

月１日からとし、２、適用区分につきましては、平成２７年度以降について適用し、平

成２６年度分までにつきましては、従前の例による規定であります。 

以上で補足説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

                                              

 

○議長（齊藤正行君） 

次に承認第６号の補足説明を求めます。 

財政課長、齋藤靖君。 

○財政課長（齋藤靖君） 
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それでは承認第６号の補足説明をさせていただきます。 

専決処分書をお願いたします。 

（以下、専決処分書の朗読説明） 

続きまして、補正予算書の裏面をお開きください。 

（以下、平成２６年度富士川町一般会計補正予算の朗読） 

詳細につきましては、事項別明細書にて説明をさせていただきます。事項別明細書の

１ページをお開きください。 

（以下、平成２６年度富士川町一般会計歳入歳出予算補正事項別明細書朗読説明） 

詳細に説明をさせていただきます。３月の補正で承認をいただきました介護保健特別

会計では、介護保険システム改修事業として、２２９万円の繰越明許を行いました。ま

た、下水道事業特別会計では、浸水対策下水道事業として、１億３，１１１万６，００

０円の繰越明許をすることとしました。この両事業費におきまして、一般会計繰出金を

財源としていることから、このたび、一般会計において、繰越明許費補正を行うもので

あります。本来ですと、３月議会に一般会計の繰越明許を、同時にすべきところであり

ましたが、担当課との連携が不足であり、十分な精査ができなかったことをおわび申し

上げます。このため、今回補正予算案第１３号において計上させていただきました。 

以上承認第６号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、御承認ください

ますようお願い申し上げます。 

                                             

 

○議長（齊藤正行君） 

以上で町長の提案理由説明と担当課長の補足説明が終わりました。これから承認第３

号から第６号までの質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

     （ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって承認第３号から第６号までに対する質疑を終わります。 

     これから、承認第３号から第６号までの討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な  し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって承認第３号から第６号までの討論を終わります。 

これから日程第４ 承認第３号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

     （ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、承認第３号は原案のとおり承認されました。 
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これから日程第５ 承認第４号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、承認第４号は、原案のとおり承認されました。 

これから日程第６承認第５号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、承認第５号は、原案のとおり承認されました。 

これから、日程第７ 承認第６号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし。の声 ） 

異議なしと認めます。 

したがって、承認第６号は、原案のとおり承認されました。 

                                                 

○議長（齊藤正行君） 

日程第８ 議案第４８号 東川拡幅工事（２６－１）請負変更契約の締結についてを

議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長、志村学君。 

○町長（志村学君） 

――――  議 案 の 提 案 理 由 朗 読 説 明  ―――― 

○議長（齊藤正行君） 

次に、議案第４８号の補足説明を求めます。 

総務課長、増原俊郎君。 

○総務課長（増原俊郎君） 

本案につきまして､補足説明をさせていただくわけでありますが､今回の契約変更つ

きましては、大きな変更をする必要の生じた理由が、複数関連してありましたので､こ

れら対応に多くの時間を要したために、議会への説明が遅れました。変更が必要と見通

した時点において、議会にあらかじめ説明を行うべきでありましたが､できませんでし

たので、冒頭おわびを申し上げます。 

それでは、補足説明をさせていただきます。 

議案に添付の健康仮契約書の写しにあります、請負代金を税込み５，４１５万５，５

２０円、増額させていただくものであります。当該工事は、昨年９月の定例会で議決を
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いただいて本契約となりました。その後１０月以降、仮設工事の工法の再検討が必要と

なり、併せて交通規制課と協議の結果、交通規制の方法について変更の指示がありまし

た。１１月半ばには、同課から、交通整理員の増員の指示が出されましたので、年明け

の１月から、交通規制等の準備工に着手し、１月末には、下部の護岸工に着工いたしま

した。その後、さらに現場の軟弱地盤の改良が必要と判明し、載荷試験等を行った結果

を受けて、工事の変更内容とその額が確定したことから、４月７日に、全員協議会で説

明をさせていただいて、ようやく、このたび契約の変更をお願いすることになったもの

であります。 

増額の内訳としまして、直接工事費の、矢板つぎ工、地盤改良等のボックスカルバー

ト工において、１，３１７万５千円、間接工事費として、県交通規制課の指示による、

信号機制御の切り回し、交通誘導員の増員等で、２,３２６万３，０００円の、合わせて

３，７４２万円の工事原価となりました。この工事原価に応じて算出される諸経費が、

１，２７３万円、合計します５，０１５万円余となりまして、工事価格に、消費税があ

りましたので、５，４１５万５，５２０円の請け負い額の増工変更をお願いするもので

あります。 

なお、既に御承知のように、当該工事は、中日本高速道路が本来行う工事を、町が受

託して行う工事でありますので、工事費の９割を中日本高速道路が負担するものであり

ます。以上よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（齊藤正行君） 

以上で、町長の提案理由の説明と担当課長の補足説明が終わりました。 

これから議案第４８号の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

３番、川口正満君。 

○３番議員（川口正満君）  

冒頭、総務課長より、おわびということですが、この倍額にも及ぶ変更契約に関しま

して、３点質問させていただきます。 

まず１点目。契約担当者と、業者と協議した内容について伺います。上空のＮＴＴ線

や東電線について、現場を見ると、工事業者、建設土木の関係者であれば、明らかに分

かるべきと認識できる。あるいは業者から、質問があるべきと考えます。 

協議した時点において、発注者として、現地にかかわる環境について設計図書、現場

説明書に記載すべきであったと、責任があると考えましたか。または、土木業者の責任

において、現場の関係を十分考慮して、質問書を提出して確認の上、見積もりに盛り込

むべきだったと考えたか。協議の場において、やりとりの状況について伺います。 

○議長（齊藤正行君） 

今、三つについて聞いたということですか。今のは一つということですか。 

工事契約のときのことを聞くということですね。 

○３番議員（川口正満君） 

はい。今ので一つです。 



15 

 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長、細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男） 

ただいまの川口議員の工事の入札の時点の業者からの質問事項についてですけども 

工事を発注するのに、総務課の方から、入札通知を出します。その時点で、業者の方は、

それに基づいて、設計図書見ながら、町のほうに質問してきた内容についてお答えしま

す。 

質問事項については、細かい質問がありました。土工については３キロ以内の残土処

理場が確保されていますか。ボックスカルバートについてははけ口に使用するボックス

カルバートは、加工費が計上されていますか。水替えについては、水替え日数をお教え

てください。ネクスコの近接施工について、ネクスコで施工済のテールアルメ直下を掘

削しますが、安定設計をされていますか。賃料日数について、矢板工、土止材、覆工板

の賃料日数を教えてください。経費について交通影響ありで、経費計算を実施していま

すか。計上不足について、可搬式ガードレール損料、運搬費、設置撤去費用等の質問が

ございました。 

それで、回答につきましては、土工につきましては３キロ以内というものには、特記

仕様書どおり自由処分となります。なお、運搬距離については、実数に基づき、協議願

います。ボックスカルバートはけ口についての質問ですけども、加工費は計上していま

す。見積書先は、ツルミコンクリートです。水替え日数については水替え日数及び鋼材

賃料は、標準工期により算出しています。それからネクスコの接近工事については、直

下掘削は取りつけ護岸のＬ７．９メートルであり、影響を受けるものではないという協

議済みであります。それから、賃料日数等につきまして、賃料についてはここでちょっ

と回答がしてございません。経費について、交通影響ありということで、経費区分は非

表示項目でありますが、施工条件に基づき見積もりを願います。それから、８番の方で

計上不足についてという内容の中で、交通規制、損料、運搬費、設置撤去費用という質

問もありましたので、交通規制等に伴う費用は共通仮設費に含まれますということで行

なっております。それから、そのあとに追加質問がございました。追加質問の中では、

質問事項として、交通規制の問題について質問がございました。作業時間について、交

通規制時間での実質作業は、４時間となり、通常作業の半分以下となりますが、予定価

格に反映されていますか。それから夜間交通開放について作業帯設置に１時間、作業帯

撤去に１時間要するので、作業帯をゾーン地として撤去作業ができますかということで、

作業帯の回答としては、警察と協議した結果、作業帯ゾーン地は、可能でございます、

実働８時間でお願いしますと回答しています。 

以上が、入札に関しての質問と、回答でございます。 

○議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 
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今、伺っていますと、ＮＴＴ線、東電線についての回答はなかったようですけども、

あえてそのことについてですね、触れないで、これはですね、契約の担当者と応札業者

から、この上空の見ればわかることについて、入札の前提条件である現場の調査と適正

な設計図書などが適切に与えられておれば、当初から適切な対応、応札ができたと考え

るわけです。ではちょっと２番に移ります。 

二つ目の質問です。町長への報告と承認、執行部、庁内の手続について伺います。 

１０月の、地上の河川による仮設工法の変更、１１月には、交通誘導員の増額。約２，

０００万円ですね。１月には軟弱地盤のために、土質調査をすることが判明しました。

昨年中から３０%を超える契約金額の変更及び工期も大幅におくれることも明らかに

なりました。主に、三つの変更及び工期の大幅におくれることも明らかにわかりました。

当初の請負額ではおさまらないことが判明し、最終的には倍額の総工費となりました。

町長は、５，０００万円を超えるこの重要な契約に関して、その都度にどのような報告

を受けて、どのように決裁や指示をされたか伺います。 

○議長（齊藤正行君） 

     建設課長、細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

     ただいまの、川口議員さんの質問にお答えします。 

     変更がいろいろ起きたのは、当初、仮設段階でまだ工事にかかっていない段階から、

交通規制の問題、それから上空線の矢板の設置ということの中で、工事に取りかかる前

の仮設事業でございました。そのいうことの中で仮設事業で、工事費は上がっていくも

のですが、まだ実質的に、工事に取りかかっていないということの中で、仮設の変更を

承認しながら工事を実施していました。それで、年明けから工事を実施したものですが、

土工掘削において、ボックスカルバートの床付けにいった時点で、軟弱地盤というよう

な初めて仮設工事以外のものが出てきた段階でございます。そこで、土質の試験をした

結果、軟弱だったからその対策はどうするかっていうのがわかったのが、だいぶ遅くな

ってきたということ。それらの中で、いろいろな工事の変更があるということの中で、

私たちは町長の方に２月になって、その全体的な報告をしたところであります。 

以上でございます。 

○議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

２点目について、町長、補足を求めてもよろしいですか。 

○議長（齊藤正行君） 

今、議員は、町長に伺ったんですけども、町長に求めるという事実の中のことを、今

課長が今答えたんだから、それでいいじゃないですか。 

○３番議員（川口正満君） 
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はい。じゃあ、２月に、町長の方に報告あったと、そういうことですね。非常に町長

へは速やかに昨年中から報告するべきで、適正な判断を求めて、適正に工費を抑えるよ

うな努力を改めて求めていきたいと思います。 

３点目です。議会への報告について伺います。 

１１月の２５日に、変更の仮設工法の協議書が提出された、承諾したと。などの一連

の経緯については、初めて４月７日に議会に説明がありました。担当課は議会の承認も

得ないで、変更契約を２度交わしてしまったと。納期のみの変更であれ、増額変更が明

らかになっていたわけです。議会に報告するべきだったと。この執行姿勢は、議会をな

いがしろにして、軽視であり、担当課の越権行為とも指摘できます。一連の契約行為に

かかわる変更と、金額変更に関連して、町長は担当課から変更内容について報告を受け、

変更内容が多大なことを認識して、議会に報告するべきとして指示はなかったのでしょ

うか。町長の判断において、一連の了承と指示をして、今に至ってしまったのでしょう

か。伺います。町長お願いします。 

○議長（齊藤正行君） 

   建設課長、細野幸男君。 

   内容については、課長から答弁いただいて、これにつけ加えがあったら町長から発言

していただきます。 

○建設課長（細野幸男君） 

 変更契約の件でございますけども、変更契約が２回しているというのは、変更契約、

その以前に仮設の状態で、いろいろ工期が伸びているという段階の中での変更の期日だ

けの契約でございます。変更の契約に関しましては、議会の議決も必要はないというこ

との中で、変更契約を行なっております。それからの一連の流れの中で、変更事項が生

じてきて、報告が遅れてきたというのは金額の算定、変更増が見込まれますが、変更金

額の算定というものが先ほども申したとおり、地質調査の関係の軟弱地盤の対策の方針

の決定が、３月末の方になったということの中で、金額がつかめなかったことで、私た

ちから町長へ報告するのが遅れました。冒頭、総務課長も言いましたとおり、私たちも

そういう段階の中で、わかる範囲の中であれば、金額は定まってなくてもあるという報

告はすべきだったと反省しております。 

以上であります。 

○議長（齊藤正行君） 

町長、志村学君。 

○町長（志村学君） 

この工事につきましては、建設課長から説明をいたしましたように、昨年来、いろい

ろな事態が出ていたわけでありますが、準備工あるいは本工事を着手せず、いろんなと

ころと協議を進めていました。その早い段階で、私の方にも話があればまた別の指示も

出せたと思うんですが、１月の１３日に交通規制の準備工に、準備工です、これもまだ。

１月の半ばに、準備工に着手をして、そして１月下旬に、下流部の護岸工事に着手をし

たと。この着手をしてみたら地盤が非常に軟弱であることがわかった。そして、ボック



18 

 

スカルバートを付設する際には、地盤改良が必要であるという状況が判明をいたしまし

た。これが判明したのち、２月の９日だと記憶をしておりますけれども、そういう状況

を私には報告がありました。当然この時点では金額的なものはつかめませんので、変更

契約書を取り交わしという段階ではありませんでしたが、この時点で、こういう状況だ

と金額はまだ、はっきり分かりませんが、今後増える可能性がありますということを議

会に、報告をしろという指示は当時いたしました。 

次にきたのが３月になってからであります。まだ、３月の下旬でありましたけどもそ

の時点でも金額ははっきりつかめませんでした。 

そういう中で、議会に説明をしたかという、話をしたところ、まだしてませんと。３

月末で、ちょうど内示の時期でありました。内示をしたか、どうかだと思いますが。議

会が終了して翌日が内示の日でありましたけどもその時点で、これから異動があれば 

人が換われば、また新たな人が説明をしなきゃならない。そういうふうにならないよう

に、年度内に再度説明をするようにと指示もいたしましたが、結果として、４月７日と

いうことになってしまいました。 

これは、先ほど、総務課長がおわびいたしましたが、私も議会運営委員会でもおわび

をいたしました。この場をお借りしてもおわびをしていかなきゃならんことであります

が、金額はわからなくてもですね、工事内容の変更が生ずること分かっておりましたの

で、金額がわかった時点でまたそれをお知らせすればいい、ただ、そういう状況が出た

ときにはそれぞれ、これ、もともとが議決案件ですから、議会のほうに説明すべきこと

でありますので非常に、私も憂慮する問題だと思っております。 

○議長（齊藤正行君） 

     川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

３つ質問させていただきましたけども、わかったことは、残念ながら、建設課と町長

とのですね、ちょっと疎遠なコミュニケーションがあったり、あるいは、対、業者に対

してですね、やはり環境を十分踏まえた上で、適正な応札条件を当初から、提供をする

べきだったし、それと、議会に対しても、相応にですね、円滑に報告をすべきだったと

思います。 

以上、質問を終わらせていただきます。 

○議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑はありませんか。 

１０番、秋山貢君。 

○１０番議員（秋山貢君） 

それでは質疑させていただきます。 

過日ですね、担当課長からの詳細な資料を地図と、含めて説明していただいてある程

度の理解できたんですけど、ひとつ確認させていただきたいのが１１月２５日ですか、

請負業者から、仮設工法の協議書の提出があり、精査したした結果、承諾しましたとい

うことで、町のほうではこの工法については理解したと思うんですけれども、実際にで
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すね、この仮設工法で、工事をしていいよという指示はいつ、どなたが出したのか、こ

の点についてお聞きします。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長、細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

 ただいまの、秋山議員の質問にお答えします。仮設工法の指示っていうのは、今ま

で議会に説明した中で、交通の仮設の指示、それから矢板の仮設の指示というものがご

ざいます。 

順番を追っていきますと、まず交通の判断なんですけども、この工事は、９月に入札

をしているわけですので、一番当初は、２月の段階でまず、警察とのこういう交通協議

でよろしいかというものを、警察と２月２２日の時点で、協議してございます。それで、

ただいまの設計のとおりの協議で、鰍沢警察署ではよろしいという、了解を得ています。     

それから９月に向かうまでの間、６月の時点で、今後の協議ということで交通規制課と

の協議が必要かどうかということで、鰍沢警察署と協議をしてますけども、交通規制課

との協議は不要ということを警察署からいただいております。 

それから９月２日に、入札前の質問で鰍沢署にそれは確認をしております。それから、 

入札が終わりまして１０月の２２日に鰍沢署から規制課への協議が必要であるという

連絡が私たちの方に参りました。 

そういう結果の中で、１０月の２３日、規制課と協議をいたしました。それで、１０

月３０日に交通規制課と現地による、確認を行なったところでございます。そういった

ところで現地の確認を行なった中で、交通、信号の規制の処置、それから、前にも説明

しましたように信号機を変えて、行うという処置がございます。その判断は、交通規制

課の判断によって、業者に指示をしております。それが交通規制の判断でありまして、

矢板の判断につきましては、請負業者から矢板の施工が困難ということが、９月の２４

日に、請負業者から私たちの方に参りました。町の方としましてはその仮設の、困難な

根拠の提示をお願いします、ということで、１０月の１０日に業者より矢板の仮設につ

いての説明が現地にてありました。そういうことで、これでは打てないということの中

で、再検討を行うということを町の方で指示ました。そして、１１月の２５日、仮設工

法の検討を、業者の方が行い、その工法の協議を町の方に持ってまいりました。その中

で町の方の監督員の指示としまして、２次、５次で矢板を設置をする旨を指示したとこ

ろです。以上でございます。 

○議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

○１０番議員（秋山貢君） 

そうすると、２次、５次工法でないと、実際施工できないよということで１１月２５

日に監督員がこれでいいよという指示を出したわけですよね。このときに、当然にです

ね、先ほど説明があった、ボックスカルバートの地盤改良っていうのは、わからなかっ

たけれども、このこういう工法でやればですね、当然金額を把握してないと、指示をし
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たけれども、金額についてはまだ不確実である、ということであればですね、どのくら

いの金額が発生するかわからない状態で、指示をしたということですか。そうじゃなく

って、これだけの、工法が変更になるということであれば当然ですね、その金額は、業

者の方でこれだけ増額になるよということは提示があったのですか。その点はいかがで

すか。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長、細野幸男君 

この矢板の２次、５次をするというものは、設計金額というものは、最終的に私たち

の方で積算するんですけども、２次、５次にするというのは設計金額的には上がるとい

うこともありますが、いくら上がるという指示は、業者からも出てないし、こちらから

も積算をしてない状態です。以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

○１０番議員（秋山貢君） 

そういうことが普通の感覚ですると、ありえない話じゃないかと思うんです。この工

法で、実際やっていいよというときには、金額を把握してなければ、町としてどれだけ

の負担が出てくるかわからない状態で、いいよってゴーサインを出すっていうのは、普

通の感覚でいくと違うんじゃないかと思うんですよ。 

やっぱりこのときに、確かに契約変更を１月、３月とやってますけれども、この時に

はあくまでも、完成期日の納期を変更しただけで、金額は伴っていないから、議会の承

認は得ないということですけれども、やはり、こうやって工法が変われば当然に、設計

図書も変更していかなきゃいけない。そうすれば金額についても変更していかなきゃい

けないということであればですね、やはりこれはセットで考えて、議会にも、説明でき

るように当然に、変更契約するときには、金額についても変わってくるんだから、金額

とあわせて、こういったことっていうのは僕やるべきだと思うんです。だから、これか

らですね、やはりこういったことはいろんなケースで出てくると思うんですけど、こう

いうふうに、施工方法だけ指示して、金額については、業者も当局もつかんでいない状

態で、ゴーサイン出すっていうのは、僕は非常に危険だと危ういやり方だと思うんで、

ぜひこの辺は改善すべきだと思うんですけど、課長さんいかがですかね。 

○議長（齊藤正行君） 

建設課長、細野幸男君。 

ただいまの質問にお答えします。一般的に、土木工事の変更なんですけども、いろい

ろな、設計図書と現場で、違うよというものが出てきた場合、請負業者から、町の、工

事監督員の方に、工事請負協議書で協議を行い町で承認して工事をする、その段階で一

つひとつの、すべての、金額をはじいて、やっているわけではないんですが、ある程度、

増額をしていくよという大規模な増額という感覚の中ではなく、そうやって工事をとめ

なくて、施工をしていくという考え方の中でやってまして、現場でもいろいろとやって
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いく中で、いろいろ協議事項が幾つも出てきて、それぞれの工事が全部整った時点で変

更を行っていくというやり方が一般的な土木工事のやり方です。 

だから、今言われたように確かにその時点で一つのことが終わったら、１回変更して、

一つのことは１個１個出た場合に、１０回も２０回も変更していくっていう、そういう

施工方法では、現在行われておりません。変更が何回か生じるけども全体的に、方向性

が決まっていくということの中で、変更をしていくということでございます。それが今

言われています、３０%台以内で、おおむねやりなさいというのが大体のことでござい

ます。今回につきましてはいろいろな、重大な変更がいくつもあったということで、お

よそ倍近くになったという変更でございます。ただそういったいろいろの中で、議会の

方に提示するのになるべく早く金額が算出できればと思いますが、その辺をまた、今後

気をつけていきたいと思います。以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

秋山貢君。 

○１０番議員（秋山貢君） 

はい。これで質疑を終わります。 

○議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑はありませんか。 

４番、青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君）  

変更契約について、質問をしたいと思います。 

まず、４月７日の全員協議会のおりに、担当課のほうから説明をいただきまして、前 

の方が質問したもので、疑問点は何点か明らかになってきましたけれども、今までの状

況を踏まえて積算したところ、別紙のとおりとなりましたということで、金額を明示し

ていただきました。その間に、業者の協議、見積り、あるいは業者からの金額はお幾ら

だったのか、伺いたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

     建設課長、細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

ただいまの青栁議員さんの質問にお答えいたします。 

業者からやりとりの中で、業者から金額の提示っていうのは別段ございませんので、

それぞれ一つ一つ、業者からの提示はございませんので、その辺は一つ一つの段階で

幾らということはわかりません。以上でございます。 

○議長（齊藤正行君） 

青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

そうするとですね、仮契約の方へちょっと移りたいと思うんですけども、私が質問し

たのは、議会へ説明いただいたのが、５，４１６万２，０００円の増額になるというこ

とですけれども実際、この仮契約書を見せていただくと、６，０００円ほど差が出てい
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ますんで、業者のほうからは、例えばいくららほしいと、いくらかかりますという提案

があったのかと思いましたけれども、役場の積算ということであれば、その説明どおり

であれば、それでいいと思いますけれども、まず仮契約にですね、４月１５日と明記さ

れています。それと、完成工期が出ておりません。 

この２点について、１週間前にしなきゃいけないのか。なぜ今日、承認を受けてから議

会承認を行なってから、仮契約を結んでもいいんじゃないかと、ここまできたんであれ

ば。それを教えていただきたいと思います。 

○議長（齊藤正行君） 

総務課長、増原俊郎君。 

○総務課長（増原俊郎君） 

お答えいたします。議会の議決案件でございまして。仮契約がされたのちに議会から、

認めていただくという手続の決まりになっております。 

○議長（齊藤正行君） 

青栁光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

質問回数をオーバーしてしまうので、もう一点、完成工期についてお答えください。 

○議長（齊藤正行君） 

     建設課長、細野幸男君。 

○建設課長（細野幸男君） 

完成期日が伸びたということの経過で答えさせていただきます。 

当初、これは２６年度事業ということで、完成が１回目の変更で、３月末ということ

になっています。それで今までのいろいろな経過の中で、仮設工法が延びて事業着手が

おくれたということの中で、繰越手続きをとりまして、事業繰り越しを、３月議会で承

認されて、繰り越しをされています。３月１０日の中で、特別会計が繰り返されていま

すので、それに伴いまして実質工期を８月までかかる工期としてもっていった経過でご

ざいます。これで工期が伸びたという、元になります。よろしくお願いします。 

○議長（齊藤正行君） 

青柳光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

本契約に移ると、この仮契約書が議会の承認を受ければ、このとおりになるという事

ですけれども、完成期日が入っていません。そうすると、今、課長の方から８月末とい

う返事がありましたけども８月末が明記されていないと、さらに、交通指導員と人件費

が、増えてくるという可能性もあるわけですか。お答えください。 

○議長（齊藤正行君） 

町長、志村学君。 

○町長（志村学君） 

これは先ほどの、秋山貢議員の質問にも関連いたしますけれども、私の記憶ですと、

通常、こうした議会提出案件につきましては、工事名、あるいは請負契約業者の金額と
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して、工期というそういうものも入っているものと、私はこう、思っているんですが、

旧増穂、旧鰍沢町も、工期は議会の議決案件ではないという解釈のもとにここまできま

した。 

先ほど秋山貢議員から、途中でですね、変更が生じたときには、やはり契約変更すべ

きではないかいうお話がありました。大きいものは当然とやっていくわけでありますけ

ども、小さいもの特に、議会での議決案件につきましてはですね。まだまだ金額のわか

らない段階でありましても、大きな工法変更とかがあった場合には、今後、今回の反省

をしながらですね。今後議会のほうに金額が分からない段階でも、説明をしていくよう

なシステムづくりをして行かないといけないと思っております。 

また、今後、研究させていただきますけど他の地方議会で、契約要件としてどこまで

を対象にしているのか、例えば、今回のことも最初ですと、２月の１３日に完成する予

定でいたものが、まだ工事をしている、７月になってまだ工事をしている、それが、金

額とか、契約の相手方だけで、議会の議決を経てるんでは、やはり手落ちがあると思う

のですね。今、議員さんが言われるとおり、工期も変更があるんであれば、やはり議会

の議決案件となるべきではないかなと私は認識しております。ただ、これは地方議会の

中で、他の議会の動向も調べながら、今後の研究課題とさせていただきたいなと思って

おります。以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

青柳光仁君。 

○４番議員（青栁光仁君） 

質問を三ついたしましたので、これで質問を終わりますけれども、いずれにしても議

会全員がまったく知らない中で、工事代金が倍額に増えていたということ、それから、

議会承認もない中で、既にいわゆる増額分の交通指導員等が、もう一カ月以上前から張

りついてると、いうようなことが、私どもが質問する理由になったと思いますので、ぜ

ひ、議会と密接に連絡をとりながら、いいまちづくりをしていきたいと思います。終わ

ります。 

○議長（齊藤正行君） 

ほかに質疑ありませんか。 

１２番、齊藤欽也君。 

○１２番議員（齊藤欽也君） 

 １点目、今まで質問を聞いていてですね。非常に奇異に感じることがあります。 

それは、昨年９月に議決したわけですけれども、まず、入札するにあたって、株式会

社エイト日本技術開発が作成した、設計書をもとにしてるんですけれども、これが、平

成２２年５月と、入札の時期からすれば、もう既に４年余りを経過しています。承知の

ように、あの現状というのは、高速道路、インター、その他の関係で、この４年間、大

きく現状は変わっている。最近ではあの角に、セレモニーホールができました。当然人

の流れも、相当変わっている。にもかかわらず、それをもとにして入札が行われ、しか

も、業者は、現場も当然確認しているんでしょうけども、先ほど業者からの質問もあり
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ました。指導員、交通整理員の問題等、質問がされているようですけども、そして積算

されて、入札したと。８社あって、２社は事前に辞退しているようですけれども、入札

が行われています。入札がわったらば、いわゆる警察署、交通規制課との協議でいろん

な問題がでてきました。すでに何回か協議して、ある程度、煮詰まったどの段階で、町

当局が、１１月２５日に承諾していると。この流れを見ていてですね、一番奇異感じる

のが、入札って何なんだよと。私たちは金額を提示されて、そして、５，０００万円の

議決案件ということで議会が議論している。こういう流れからいくと、この出来事とい

うのは極めて異常であり、行政当局のすべきことではない。そのように感じますけども

その点について、町長はどうお考えでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

町長、志村学君。 

○町長（志村学君） 

齊藤議員の質問にお答えをいたします。町の方ではいろいろな計画を立てながらそこ

にどういったものができるか、また必要なのかということで、当然、下準備はいたしま

すけれども、特に高度な、技術を要するものについては、専門のコンサルますプロ会社

も含めてですね。専門的知識を持ってやる人たちに、そういった地質あるいは工法等々

を含めた設計書を作成していただきながら、そしてそれに基づきながら、工事発注をし

ていくのが普通であると思っております。簡単な工事であれば町の職員でもいろいろ設

定もできますけども、特に交通量が激しいところ、そしてまた、１４０号線も狭隘な道

路でありますので、それを半分ずつに分けてどういう形でやっていくのかな、私もそこ

の現場を見ながらそう思ったところは確かでありますけども、片側通行で工事ができる

ということでありますので、今回発注をしたところであります。今後におきましても、

そういった、無理難題の工事もあるとは思いますけども、役場だけではですね、できな

いものはやはり業者に設計をしていただきながら、その設計に基づいて、役場のほうで

は工事を発注していく。たから今回も上空にＮＴＴの線、そしてまた東電線が、あった

わけでありますけども、そこの矢板の設置方法について、いざ現場で重機等を入れると

設計通りにはいかないというふうなことが生じたり、これは多々あることだと思います

けれども、先ほど言ったようにですね、今後も同じようなやっぱり発注をしていかなき

ゃなりませんので、金額がかからない段階でも、特に議会の議決案件につきましては、

議会の方に、説明をしながら、そして金額の分かった段階でまた変更契約をさしていた

だきながら、そして承認をいただいて、契約が成立と、こういう段階で、今後もやって

まいりたいと思っております。今回の一連の件につきましては、私も非常に遺憾と思っ

ておる部分もありますので、これを、契機に先ほど言った、工期も含めて、他の自治体

の状況なども調べながら、議会にしっかり説明をしながら、大きな工事は当然議会の御

承認をいただかなきゃできないもんでありますので、その辺は精査をしていきたいなと

思っております。 

○議長（齊藤正行君） 

   齊藤欽也君。 
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○１２番議員（齊藤欽也君） 

次に伺いますけども、全体をみていて、１１月２５日に承諾してるわけですけれども、 

  この段階で、確かにその後に出てきた、軟弱地盤の問題は別としてですね、確かに軟弱

地盤ていうのは、前にも富士川町の交差点から、そこのときにも、軟弱地盤で後で増減

したことはあります。これは現実的にやってみて初めて分かったということなんでね、

これはある意味、致し方ないというふうに、当時私も思ってました。そういうこととは

別で、１１月２５日に承諾する段階では、交通規制、あるいは整理に関して、人件費が

大幅に増額になることがわかったにもかかわらず、議会には、金額がまだ確定しないと

いうことを理由にして、説明もなければ、提案もない。これを見ていると、入札さえす

ればですよ、１回入札を落札さえすれば、その後はどのその業者で、ずっといこうと。

この時点で例えば、大きな金額であれば改めて入札する方法もあったんだろうと私は思

っています。しかもですね。町長の説明によると、町長がこのことを知ったのは、２月

だと。それで、その間に期日変更がされてます。一度、３月にされてますけども、１月

ですか一度されている。この工事はもともと、契約したときから完成まで約５カ月。承

諾して、工事が道路規制にかかわるまず準備が始まったのは１月の１３日、工事着工し

始めるのは２６日と。このときにですね、なぜかわからないんですけれども、１月７日

に完成工期が３月２７日と。わずか２カ月３カ月余弱と。このときはも町長も知ってい

るようです。３月１６日には、５カ月を見て、８月末という完成期日の変更をやってい

る。非常に完成期日も何でだろうという思いもありますけれども、いずれにしても、こ

ういう流れというのは、町と業者はなあなあじゃないか、これは一般の町民も思うし、

私も思う。このことについてはどうでしょうか。 

○議長（齊藤正行君） 

町長、志村学君。 

○町長（志村学君） 

ご承知のように町の予算というのは単年度予算を組んでおります。議会の議決を経て、

繰越明許費なんかをとりながらですね、翌年度にわたって執行できるようになっており

ます。今回の工事も平成２６年度の予算の中でやっておりましたから、当初は、２月１

３日、そしてまたそれが若干ずれるようでしたから。いったん１月に、３月末までの契

約をさしていただいています。これはやはり２６年度の予算は２６年度しか使えないと

ですよね。議会の議決を経ずに８月までするわけには参りませんので、年度内で１回、

そして３月の議会で、明許費のご承認をいただいて、そして再度８月の末までの、３月

１０日に議決をいただいておりますんで、その後、工期だけを８月の３１日まで延ばし

ておりますので、これは議会の議決案件でなくとも、こういう処理をする工事は、ほか

にも、何件かあります。以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

     齊藤欽也君。 

○１２番議員（齊藤欽也君） 

最後になりますけども、最初の説明の時に、総務課長が、申しわけないと、まあ説 
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明を早くすればと。町長からも、最低二度、早く議会に説明をしろと、いうことをお 

しゃったという証言が課長からもありました。しかし私は、今回の件をみていて、痛切 

に思うのは、例えば、今、十谷のヘリポートを工事していますね。あのときはですね。 

大きな変更の理由は、工事予定地の一部が、要するに取得できなかったよと。ほかの場 

所を含めてやらなきゃいけなくなった。なるほどなと。そうか買えなかったんだなと。 

でも、町がヘリポートをつくります、ここにつくるという予定地を設けて、しかも工事 

の発注をするときに、一部が取得できませんと、あとになって。こんなことが普通起こ 

ってはならん。あのときあえて、私は言わなかった。要は発注することが、まず先にあ 

るんじゃないかということを、私は最近ずっと思っている。業者に工事を発注して、あ 

とは増額になる。増額になることはある意味では業者も町に甘える。そんなような形で、 

この間、業者と町との関係が進んできている。私はそう思うし、町長が２月に知ったと 

はいうけども、例え本当だとしてもですよ、事実だとしても町長は、トップですよ。こ 

れだけのことが、職員の間で秘密にやられたとすれば、これは大問題。職員を解雇する 

ぐらいの問題だと私は思います。こんなことを平気で職員がやっているんだったら、そ 

れは町のトップとして責任も取らなければいけないだろうし、厳しくやっていかなくち 

ゃいけない。二度と、こんなことがないように、私はしてもらわないととんでもないと 

思うし、ましてや、これは、事実議会に対して、議員に対して、調査特別委員会を設置 

としてほしいという要望をしたけども、そこまでする必要はないだろうということで、 

議会運営委員会では、設置はしませんという方向で意見合意されたんで、あえてそこは 

言いませんけども、まだまだ私は不明瞭な点があると思っています。町長それについて 

どう思いますか。 

○議長（齊藤正行君） 

     齊藤議員、質疑をしてください。 

     町長、志村学君。 

○町長（志村学君） 

議会特別委員会は議会の中で決めていただく問題ですから、私が議会特別委員会につ

いてどうこうは申し上げられませんが、当然いろんな工事をやるときに、今の地権者の

皆さんにまず、相談をしながら、特に工事の土地を取得する場合ですね、特に対象にな

るとところには、話をしながら、その人の承諾を得ながら、そして承諾を受けたのちに、

いろいろ計画をつくっていくわけでありますけれども、ただ中にはですね、相続の問題

で、どうにかなるだろうと、今の所有者からは了解をいただいていますから、何とかな

るだろうというのもあるわけであります。実際、町の工事でなくても、公民館の駐車場

を造る時にも、調べていったら、その子供さんはアメリカに行っていてどこにいるかが

わからずということもるわけでありますんで、ヘリポートの場合は、そういった部分も

ありました。そしてまた、そこがどうしてもできないとことで、それと、斜面の問題も

ありましたから、若干ずらしたということがありました。あれももう少し精査をしたの

ちにですね、発注すればよかったわけでありますけれども、県の補助金が２６年度限り

という補助金でありましたんで、それはを活用しようということで、多少無理でありま
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した。今回の場合はそういった地権者の問題はないわけでありますけども、先ほど来、

言っておりますように、私にもうそういう連絡がなかった、報告がなかったということ

は非常に遺憾に思っております。今後につきましては、先ほど来言っておりますように、

工期の問題も含めて、議会の議決案件はここまででいいのかどうか、そしてまた、今後

もあると思います金額はまだつかめないけどもはっきりしないけども、こういう変更し

ていかなきゃならんという、事態が生じたときには、特に、議決案件につきましてはで

すね、議会にしっかり説明をして、御了解をいただく中で物事を進めていきたい。こん

なルール作りをやっていきたいと思っております。今回のことにつきましては本当に、

私も怒り心頭でありますし、議員の皆さんにも大変御迷惑おかけしている議案でありま

すが、今後こういうことがないように、しっかりしてまいりたいと考えております。 

以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

齊藤欽也君。 

○１２番議員（齊藤欽也君） 

細かい質問ができなくて、残念ですけどこれで終わります。 

○議長（齊藤正行君） 

     ほかに質疑ありませんか。 

     （ な し ） 

○議長（齊藤正行君） 

     質疑なしと認めます。 

     ここで暫時休憩します。 

休憩 午後１４時５７分 

                                                   

 

再開 午後１５時０５分 

○議長（齊藤正行君） 

休憩を解いて、再開します。 

これから議案第４８号の討論を行います。 

討論ありませんか。 

まず原案に反対者の発言を許します。 

○議長（齊藤正行君） 

３番、川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

本件、請負変更契約の賛成か反対かと求められるときに、反対せざるを得ません。以

下３点の観点について、問題があったことを指摘し、契約変更増額の事案に対して反対

します。 

一つ目、設計図書など、入札のための情報提供が不備。業者にも、問題もあったかと、

考えます。入札条件書、及び現場説明など設計図書において、現場の状況説明が不十分
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であり、不手際があったので、他社にも現場の説明を公平にできなかった。そのため、

当初、応札が環境条件を考慮した価格で行われず、協議を通じた変更の要因をつくりま

した。契約条件が大幅に変更したことは、発注者側の入札のための現場説明が適切でな

かったことの落ち度があったこと、一方、業者は現地の環境について、質問者等で的確

に、現場の状況をつかまなかったので、空中や通行量、地中の軟弱地盤などの環境につ

いて、適正的確に調査確認しないで、安易に応札した責任も問われます。問題点が判明

される以前に、問題が起因することを適切に予見して、設計図書を提供する。質問に対

応する。また、交通規制課にしっかり聞き取りするなど、適正に対応していけば、当初

から応札額に、適正に反映できたと考えます。そして、このような後手の契約変更もさ

けられ、数カ月経ってのおくれた時点での倍額変更は避けられました。 

二つ目。担当課の安易な対応の問題点です。その一つ、町は経費や、公金にかかわる

重要な事項について、２度１０月３０日、１１月１７日、書面でなく、承諾して口頭で

指示しました。その２、交通指導員による増額は、約４０%で、別途契約や共同事業体

での他者に、受注機会を持たらす、発注も検討できたのではないでしょうか。三つ目、

当初、発注額を大幅に超える工事内容等、契約額の変更となることがわかっていながら、 

議会への報告など、とるべき手続きを怠り、１１月２５日は変更の協議書に対し、越権

行為をして承諾してしまいました。四つ目は、１月１３日には、議会の承認を得ずに大

きな変更内容の着工を指示してしまいました。 

大きい３つ目になります。町の議会に対する説明を、怠った問題点です。１０月から、

１月の時点においての、契約額の変更、増額を踏まえて、議会に適時に、適正に報告あ

るべきでした。議会が、早い時点で報告を受けて、善後策について協議し、議会の承認

を得て、町は対応するべきでありましたが、議会をないがしろにして、ここまでやって

しまったことです。１月７日と、３月１６日に、重要な契約に関して、納期変更が交わ

されました。変更契約前には、その変更内容と問題点について、議会に報告があるべき

した。４月７日に、議会に初めて報告されました。増額工事が進行する中で、２０日に、

ようやく増額分の仮契約書を議会に説明され、議会に対しては、昨年末から何度か説明

する機会があったが、町長が的確に判断し、議会の承認を得る手順を経なければならな

い。今回は関係者が深く反省し、再発しないように、約束しなければならないと思いま

す。以上反対の事由を３つまとめました。担当課の不手際が重なったことにより、対応

と処理策が後手に回った。総工事費は、当初よりは倍額となり、工期が大幅におくれる

ような問題を大きくしてしまったこと。２つ目。町長には、問題点の発覚した都度、報

告があったと思われましたが、何と２月９日に初めて報告があったと。担当課の責任と

義務の欠如、町長の、日ごろの指導や判断が不適切だったと、指摘せざるを得ず、適時

に適正な業務を履行できなかったことを指摘したい。３つ目。議会に対する報告が、昨

年秋に出されるべきだったが、全く軽視されました。行政の取り組み方について、原則

を逸脱したことであり、当局の執行行動を踏み誤ったこと、その重大性について、指摘

いたします。以上、町民の代表としても、安易に容認するわけにいかず、これらについ
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て、猛省求めて本議案について、反対します。議会人として、全員が以上の趣旨に賛同

していただけると信じて反対討論といたします。以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

次に原案に賛成の発言を許します。 

○議長（齊藤正行君） 

     １５番、小林進君。 

○１５番議員（小林進君） 

東川拡幅工事請負変更契約の締結賛成意見。 

今回、本議案において、問題となっている部分は、当初の請負契約の倍額となるよう

な変更が、工事着工時期から、確認されているにもかかわらず、これまで、当局から、

十分な説明がなされてこなかったことにある。これについては、当局と議会との信頼関

係ということもあり、別途、当局に対して厳しく、要請していく必要があると考える。

しかし、今回の請負変更契約の議案に対しては、賛成の立場で意見を申し上げる。そも

そも東川付け替え工事と、拡幅工事が実施されており、付け替え工事は中部横断道及び、

甲西道路建設にあたって、必要性が生じたこと。また、拡幅工事は青柳東部地区雨水配

水計画により、流量を検査した結果、必要が生じたことによるもので、工事に当たって

は、町、中日本高速道路との基本協定により実施しているところで、本工事は周辺計画

に遅れることのないよう進めなければならないものである。もし、本議案が否決されて、

工事が中断されるようになった場合は、水害など、大きな災害が懸念される事態となる

ことや、長期の工事による町の大幅な負担増が予想されること、また、道路を利用する

地元住民にとって、長期間の不便を強いられることに、さらには基本計画協定に抵触す

るおそれが生じることなど、多くの問題点が発生することとなる。以上のことから、変

更契約の内容に不義がない限り、工事は早急にすべきだと考え、本議案に賛成をするも

のであります。以上。 

○議長（齊藤正行君） 

     ほかに討論ありませんか。 

     １２番、齊藤欽也君。 

○１２番議員（齊藤欽也君） 

     反対の立場から、討論を行います。 

今回の工事請負契約、入札、落札及びその後の諸々の変更に至る状況は、極めて不自

然なものが多くあると思います。 

まず１点目は設計書が、平成２２年９月のものを使われたということ。これは、４年

たった現在の状況に、果たして適合するのかどうか。その精査も行われずに、古い設計

書をもとに、業者に提示されています。これは、発注側である町がいかに安易に、この 

設計というものを考えているのか、あるいは入札というものを考えているのか、という

ことの一つの証であろうと思います。そしてまた、業者もその設計書に基づいて、積算

をしています。しかし、現場において、どれだけその状況を把握し、あるいは交通 規

制に関する問題について、親身に考え積算をしてきたのか、極めて私は不信を抱いてお
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ります。そしてその後、業者の決まった後の過程。確かに過程を見ますと、１１月２５

日に、承諾となっています。なぜ、この時点で少なくとも、議会に説明をし、あるいは、

再入札も含む検討をしなかったのか。落札ということは、入札ということは良い事業を、

できるだけ安い業者でしていただくのための制度であります。それが今回はまったく意

味をなさない。そういう状況であったと私は考えております。そしてまた、承諾したと

いうことは、ある意味では町が業者の言うことを聞いたと。落札した業者を優遇したと

いうふうに受け取られても仕方がないだろうと思っております。そして、先ほど賛成討

論で小林議員がいろいろお考えを述べました。確かに、議員がおっしゃるように、例え

ば、交通規制されているのを、早く何とかしなくちゃいけない。あるいはひょっとした

ら、水害が起こったらどうするんだ等々の懸念というのは、現実に中断すればあるんだ

ろうと私も思います。しかし、これはそういう問題ではない。一旦中断してでも、最初

からやり直す。そういう問題だと私は思います。要は工事を始めてしまえば、事業をは

じめてしまえば、議会はストップできません。しないということだろうと。どんな無理

難題を町当局がふっかけようとも、議会は承諾する。事実、これまで、工事請負契約に

おいて、そのようなことは多々あっただろうと私は思っております。ある意味では、工

事を進めていることが、あるいは進めさせたということは、一つの人質になっている。

だから１１月２５日の承諾というのは、極めて、意図的であり、そして町長は先ほどか

ら、私の知ったのが２月とおっしゃっているが、町のトップたるものが全く知らないで

は通らないだろうと私は思っています。 

このようなことを仮に議会が認めるのであれば、今後、議会は二度とこのような問題

に対して、口をきく事もできないだろうし、また議会としての役目を果たせないと思い

ます。行政のいうとおりに、はいと、返事をするんであれば、私は、議会人たる資格は

ない。よって、本案件について、私は反対をさせていただきます。以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

ほかに討論ありませんか。 

１０番、秋山貢君。 

○１０番議員（秋山貢君） 

それでは東川拡幅工事の請負変更契約を締結することに賛成の立場で討論いたしま

す。議会における契約締結議案の審議は、どのような点について、着眼してなされるべ

きかであります。ポイントは４点あります。契約の目的、契約の方法、契約の金額、契

約の相手方が適正であるかについて、判断すべきであります。 

１点目の契約の目的ですが、矢板設置の工法変更による、施工費の増額、交通規制方

法の変更による増額、地盤改良に伴う施工費の増額という要因に基づく、契約変更であ

ります。工事内容の変更が必要となる場合には適切に、設計図書の変更を行い、それに

伴い、請負代金の額及び工期に変動が生じる場合には、適切にこれらの変更を行うもの

とするのが大原則と考えます。完成期日については２度、変更契約を実施しています。

しかしながら、請負額については、工法などの不確定な要素があったとしても、変更手
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続をしませんでした。町の対応は適切であったとは言いがたいと考えます。反省点をし

っかり検証していただき、改善点を今後の事業執行に生かしていただきたいと考えます。 

そうは言っても工期が延びれば、延びるほど、経費が増大することは目に見えていま

す。工事が、１日でも早く完成することで、費用は抑制され、ひいては町の利益につな

がると考えます。 

     ２点目の契約の方法ですが、相手方と金額を決定する方法が妥当かどうかであります。

今回は請負契約の変更ですので、契約の相手方についての異論はありません。金額の変

更増額については、詳細な説明を受け理解をしております。 

３点目の契約の金額ですが、妥当な額だと考えます。 

４点目の契約の相手方ですが、技術力、資力信用において町とのこれまでの工事実績

において妥当であると考えます。よって本契約は、締結すべきであり、賛成するもので

す。 

最後に、申し添えたいことがございます。公共工事の品質確保に当たっては、公共工

事に関する調査及び生計の品質確保が重要な役割を果たしており、測量、地質調査及び

建設コンサルタント業務の成果は、建設段階及び維持管理段階を通じた、総合的なコス

トや、公共工事の工期や品質に大きく影響することとなると考えます。公共工事に関す

る調査及び設定についても。調査及び設計の契約に当たっては、競争参加者の、技術的

能力を審査することにより、その品質を確保する必要があると考えます。加えて、町の

監督体制のさらなる強化を図ることも、再度検討すべきであると考えます。以上です。 

○議長（齊藤正行君） 

     ほかに討論ありませんか。 

     （ な し ） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第４８号の討論を終わります。 

これから、日程第８ 議案第４８号を採決します。 

本案は、討論がありましたので、起立によって採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

起立多数です。 

したがって議案第４８号は原案のとおり可決されました。 

○議長（齊藤正行君） 

     １１番、市川淳子さん。 

○１１番議員（市川淳子さん） 

議案第４８号に対する付帯決議について動議を提出します。 

○議長（齊藤正行君） 

３番、川口正満君。 

○３番議員（川口正満君） 

市川淳子議員の、議案第４８号に対する付帯決議について賛成します。 

○議長（齊藤正行君） 
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ただいま、市川淳子さんから、議案第４８号に対する付帯決議について動議が提出さ

れました。この動議は、１名以上の賛成者がありますので成立しました。 

議案４８号に対する、附帯決議についての動議を日程に追加し、追加日程第１として

議題とすることについて採決します。 

この採決は起立によって行います。 

この動議を日程に追加し、追加日程第１として、議題することに賛成の方は起立願い

ます。 

起立多数です。 

したがって、この動議を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることにことは、

可決されました。 

これから書記に、追加議事日程、議案を配布させます。 

ここで暫時休憩します。 

休憩 １５時２５分 

                                                  

再開 １５時２６分 

○議長（齊藤正行君） 

休憩を解いて再開します。 

追加日程第１ 発委第１号議案第４８号に対する付帯決議についてを議題とします。

はじめに、動議提出者の説明を求めます。 

１１番、市川委員長は、登壇してください。 

○委員長（市川淳子さん）  

     （発委第１号朗読説明） 

次のページをお願いします。 

（議案第４８号に対する付帯決議朗読説明） 

○議長（齊藤正行君） 

以上で、趣旨説明が終わりました。 

市川委員長は、しばらくお待ちください。 

これから。発委第１号についての質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

質疑なしと認めます。 

以上をもって、発委第１号についての質疑を終わります。 

委員長自席にお戻りください。 

これから発委第１号についての討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な  し ） 

討論なしと認めます 

以上をもって、発委第１号についての討論を終わります。 
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これから、追加日程第１発委第１号について採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、発委第１号は原案のとおり可決されました。 

                                            

○議長（齊藤正行君） 

以上で、本日の日程はすべて終了しました。 

本日の会議を閉じます。 

皆さまには、お忙しいところを大変ご苦労さまでした。 

平成２７年第２回富士川町議会臨時会を閉会します。 

ご苦労さまでした。 

 

 

 

閉会  午後３時３１分 

 


