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第１回日野町議会臨時会会議録 

 

平成２５年２月８日 

開会  ９時００分 

閉会 １１時３３分 

 

１．出席議員（１３名） 

 １番  村 島 茂 男   ９番  西 澤 正 治 

 ２番  中 西 佳 子  １０番  東  正 幸 

 ３番  齋 藤 光 弘  １１番  池 元 法 子 

 ５番  蒲 生 行 正  １２番  平 山 敏 夫 

 ６番  冨 田  幸  １３番  對 中 芳 喜 

 ７番  髙 橋  渉  １４番  杉 浦 和 人 

 ８番  小 林  宏     

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

   な  し 

 

３．会議録署名議員 

 １番  村 島 茂 男  １２番  平 山 敏 夫 

 

４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１７名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  岡 村 明 雄 

 教 育 長  奥 村  薫  総 務 政 策 主 監  竹 村 喜 久 夫 

 教 育 次 長  久 村 重 次  総 務 課 長  平 尾 義 明 

 企 画 振 興 課 長  高 橋 正 一  税 務 課 長  山 田 繁 雄 

 住 民 課 長  森 口 雄 司  福 祉 課 長  岡  常 夫 

 介 護 支 援 課 長  川 東 昭 男  農 林 課 長  池 内 俊 宏 

 上 下 水 道 課 長  中 井 宣 夫  生 涯 学 習 課 長  福 永  豊 

 会 計 管 理 者  西 川 光 夫  商工観光課参事  外 池 多 津 彦 

 建設計画課参事  橋 本 敦 夫     

 

５．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

 議 会 事 務 局 長  沢 田 友 男  総 務 課 主 任  小 島  勝 



 

－2－ 

６．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

〃  ２ 会期決定について 

〃  ３ 議第１号 工事請負契約について（日野町役場庁舎耐震補強その

他（建築）工事） 

〃  ４ 議第２号 工事請負契約について（日野町役場庁舎耐震補強その

他（電気設備）工事） 

〃  ５ 議第３号 工事請負契約について（日野町役場庁舎耐震補強その

他（機械設備）工事） 
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会議の概要 

－開会 ９時００分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員ご起立をお願いいたしま

す。 

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、これより

本日をもって招集されました平成25年日野町議会第１回臨時会を開会いたします。 

 町長より招集のあいさつがあります。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 皆さん、おはようございます。 

 平成25年第１回臨時議会を開会させていただくにあたり、一言ごあいさつを申し

上げます。 

 立春も過ぎ、暦の上では春を迎えましたが、まだまだ寒さ厳しい日が続いており

ます。本日、臨時議会を招集させていただきましたところ、議員全員のご出席をい

ただき、まことにありがとうございます。議員の皆様方におかれましては、ますま

すご壮健にて議員活動にご精励をいただいておりますことに対し、お喜びを申し上

げますとともに敬意を表する次第でございます。 

 さて、今年も新年は商工会との共催事業であります新年あいさつの会から始まり

ました。議員の皆様方におかれましては、多くのご参加を賜り、新たな思いでスタ

ートを切ることができたことをお礼申し上げます。 

 １月６日には滋賀県消防協会日野支部の消防出初式が日野公民館で行われました。

式典に続きパレードが行われ、出雲川堤防での祝賀放水を行っていただいたところ

でございます。消防団員の皆さんのきびきびとした行動はとても頼もしく、常日ご

ろから崇高な使命を持って最前線で活動いただいていることで、地域社会が守られ

ていることを改めて感じ、感謝の気持ちを強く抱いたところでございます。 

 １月13日には日野町成人式を挙行し、212人、対象者の８割以上が式典に出席さ

れ、新たな門出をお祝いされました。成人式を契機に、一社会人として人と人との

つながりを大切に、社会に貢献してくれることを期待するとともに、新成人をはじ

め、若者が未来に希望が持てる社会としなければならないと改めて感じたところで

ございます。 

 さて、国におきましては、１月28日に通常国会が召集され、現在、平成24年度補

正予算案が審議されています。補正予算では、日本再生に向けた緊急経済対策とし

て約10兆3,000億円が計上されております。日野町においては、現在、24年度補正
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予算や25年度当初予算の編成事務を行っておりますが、国のこの緊急経済対策を踏

まえ、道路改良、公共下水道、農村下水道、農業体質強化など必要な公共事業につ

いて活用していきたいと考えております。なお、文部科学省など、まだ補正予算の

配分が不確定な事業もあり、教育関係の施設整備事業などについては、国の状況を

踏まえ、適時適切な対応をしてまいりたいと考えておりますので、議員の皆様のご

理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。 

 さて、本日の臨時議会に提案させていただく案件は、工事請負契約について議案

３件でございます。これまでから町立施設の耐震化を進めてまいりましたが、今回

は防災の拠点となる役場庁舎の耐震補強工事でございます。先に入札を行い、耐震

工事を施工するものでございます。十分なご審議をいただきまして、適切なご採決

をいただきますようお願い申し上げまして、開会にあたりのごあいさつとさせてい

ただきます。 

議長（杉浦和人君） これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本会期の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、１番、村島茂男君、

12番、平山敏夫君を指名いたします。 

 日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、よって、本臨時会の会期は本日１日と決

定いたしました。 

 日程第３ 議第１号から日程第５ 議第３号まで、工事請負契約について（日野

町役場庁舎耐震補強その他（建築）工事）ほか２件についてを一括議題とし、町長

の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） それでは、提案理由の説明をさせていただきます。 

 日程第３ 議第１号、工事請負契約について（日野町役場庁舎耐震補強その他

（建築）工事）。 

 本案は、日野町役場庁舎耐震補強その他（建築）工事を実施するため、同工事の

入札を、去る１月25日、11社による指名競争入札を行い、１億5,907万5,000円をも

って、西村建設株式会社代表取締役社長、山中敏男が落札したので、工事請負契約

を締結しようとするものでございます。工事の内容は別添の参考資料のとおりで、
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工期は平成26年１月31日となっております。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 続きまして、日程第４ 議第２号、工事請負契約について（日野町役場庁舎耐震

補強その他（電気設備）工事）。 

 本案は、日野町役場庁舎耐震補強その他（電気設備）工事を実施するため、同工

事の入札を、去る１月25日、10社による指名競争入札を行い、9,355万5,000円をも

って、株式会社ニシデン代表取締役、西田幹夫が落札したので、工事請負契約を締

結しようとするものです。工事の内容は別添の参考資料のとおりで、工期は平成26

年１月31日となっております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第５ 議第３号、工事請負契約について（日野町役場庁舎耐震

補強その他（機械設備）工事）。 

 本案は、日野町役場庁舎耐震補強その他（機械設備）工事を実施するため、同工

事の入札を、去る１月25日、12社による指名競争入札を行い、6,835万5,000円をも

って、ア・ア・ンコーポレーション株式会社代表取締役、山内英生が落札したので、

工事請負契約を締結しようとするものです。工事の内容は別添の参考資料のとおり

で、工期は平成26年１月31日となっております。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 なお、休憩中に全員協議会を開催いたしますので、議員の皆さんにおかれまして

は第２委員会室にお集まりいただきたいと思います。 

－休憩  ９時０８分－ 

－再開 １０時１５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第３ 議第１号から日程第５ 議第３号まで、工事請負契約について（日野

町役場庁舎耐震補強その他（建築）工事）ほか２件についてを一括議題とし、各案

に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 工事請負契約について質疑をさせていただきます。 

 日野町役場庁舎耐震補強その他工事についてお伺いいたします。災害が起きたと

きの災害対策本部拠点である役場庁舎の耐震補強工事は大変重要だと考えますが、

各課の配置変更の周知など、住民の皆さんにご理解をいただき、改修後はさらに役
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場に来やすく、気持ちよく帰っていただける取り組みが不可欠だと考えます。何点

か伺います。 

 １点目は、今回の補強改修工事に伴いまして、介護支援課は別館から本館へ、上

下水道課は１階から２階へ、農林課は現在の建設計画課の場所などに移転されます。

各課の配置が大幅に変わることとなっておりますが、どのような意図でこの配置を

されたのかお伺いいたします。 

 ２点目は、工事期間は、議会議決日から平成26年１月31日までと長期にわたる期

間であります。工事には、改修の廃材搬出や資材の搬入などに伴う危険性や騒音な

どが考えられます。工事期間中も行政の執務執行のために、住民や来客者への対応

業務が停滞しないように、住民や職員が困らないようにする、町としての対策や安

全・安心対策をお伺いいたします。 

 ３点目は、工事内容について伺います。４階に車いす用段差解消リフトを設置さ

れますが、ほかにもバリアフリー化が整備されているのか、また障がい者の方への

対策はされているのかを伺います。また、１階から４階までトイレの改修をされま

すが、車いすの方が入れるトイレ、また、高齢者の方への手すりや幼児を連れた方

への幼児用のいすのついているトイレなどが配備、配慮されているのかお尋ねいた

します。 

議長（杉浦和人君） 中西議員の質問に対し、当局の答弁を求めます。 

 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 中西議員さんのご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目につきましては配置の関係でございます。この意図につきましては、

別館棟の耐震診断をさせていただきましたら、非常に悪い結果が出まして、これに

ついては建てかえの方がよいというふうな結果となりましたので、そこに入ってい

る介護支援課また電算室等につきましては、本館の改修後こちらの方に入っていた

だこうということが意図でございます。当然、その配置につきましては、住民の方

へのサービスが十分になるように配置を考えておりますが、現在いろんなことを考

えまして、また配置を考えていこうと思いますので、よろしくお願いしたいという

ふうに思います。 

 ２点目につきましては、工事期間が非常に長くなるというふうなことで、また、

仮設の事務所、課になったりいたしますので、住民の方も非常に迷われることもあ

るかと思います。今回の工事における、住民への周知につきましては町の広報、ま

たホームページによりまして情報を提供しようと考えております。また、４月の開

会を予定しております全町区長会におきましても周知させていただきたいと、この

ように思っています。本庁に来られた場合につきましては、役場の玄関先に看板を

設置しながら、住民の方に迷惑をかけないように考えているところでございます。
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また、周辺についても改修することになりますので、そういった住民の方の安全対

策も十分行うように指示もしていく予定をいたしております。 

 ３点目でございます。工事内容についてのバリアフリー化はどうなのかというこ

とでございます。これまでから順次バリアフリー化を進めてきておりますけれども、

今回改修を行う箇所につきましてもバリアフリー化を一部検討いたしております。

先ほどもお話がございました、議会の傍聴には、今現在車いすの対応がございませ

んので、これにつきましては、車いすで入場いただけますよう配置をするとともに、

各階のトイレの改修につきましても、一部小さな段差がありますが、これを改修さ

せていただこうとは考えています。また、障がい者用のトイレにつきましては、現

在１階に準備しておりますが、あとの階については考えてございませんので、１階

でご利用いただきたいなと、このように考えている次第でございます。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 高齢者用の手すりとか、子どもさんを連れた方への配慮とい

うことは、今のところは考えておられませんか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） ただいまご質問いただきました高齢者、障害者の手すり

等については、各階につけさせていただくということを検討いたしております。子

どものいすについては、ちょっと各階というわけにはいきませんので、１階は障が

い者スペースの中に多分あったというふうに思いますので、そこを利用していただ

くというふうなことでお願い申し上げたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかにございませんか。 

 ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） それでは、７番、髙橋ですが、議第１号、議第２号、議第３

号共通についてお尋ねをいたします。 

 日野町役場庁舎耐震補強その他の建築、電気設備、機械設備工事、３件の請負契

約がこのほど、西村建設株式会社さん、株式会社ニシデンさん、ア・ア・ンコーポ

レーション株式会社さんが指名競争入札の結果、落札されたというふうなことです

が、いずれも町外の方の業者さんであります。指名競争入札の業者選定については、

受注者の能力や信用等を総合的に判断された結果だと思いますが、その中で日野町

への貢献性あるいは実績も加味されてのことだというふうに思います。そこで、落

札されました３業者さんに、今日まで日野町が、いついくらでどのような工事を発

注しておられるのか、発注年度、金額、工事名を、お分かりでしたらお聞かせ願い

たいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 総務課長。 
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総務課長（平尾義明君） ご質問によりますと、今までの３業者の落札者の日野町

の実績はということでございます。 

 まず、建築の西村建設株式会社につきましては、主なものを３件ずつ申し上げま

すが、平成12年に南比都佐公民館新築工事で２億2,181万2,500円で工事をいただい

ております。また、昭和63年度南比都佐小学校校舎建築工事で４億7,700万円でご

ざいます。続きまして、62年から63年の明許繰越の事業で、南比都佐小学校体育館

建設建築工事です。１億8,492万2,000円の実績がございます。 

 電気設備で落札いただきました株式会社ニシデンでございますが、平成23年度大

谷公園野球場照明灯改修工事、請負金額698万8,800円。22年から23年度の継続費で

ございます役場庁舎設備等改修電気設備工事、請負金額3,258万9,900円でございま

した。 

 機械設備で落札いただきましたア・ア・ンコーポレーション株式会社でございま

すが、22年、23年の継続費でございます役場庁舎設備等改修機械設備工事、１億

3,650万円で請け負っていただいております。続きまして、18年度に勤労福祉会館

空調機設置工事、849万300円で請負をしていただいております。同じく18年度で林

業センター空調機設置工事700万7,700円で請負の実績がございます。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） まず、このおのおのの３業者さんについては、日野町におけ

る実績というのは積まれているというふうに思いますが、ただ、見ますと期間のあ

いているところもありますので、十分ご指導の方、ひとつよろしくお願いしたいと

思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） それでは、３点について質問いたします。 

 １つ、建築工事について。指名競争入札業者（以下、指名業者）のうち、予定価

格１億6,700万円（税抜き、事後公表）を超えて応札した業者は４社。そのうち最

高応札価格は２億500万円（税抜き）。予定価格の122.8パーセントで、すべて町外

業者となっています。ちなみに落札金額は１億5,150万円、税抜き、約90.7パーセ

ントであります。落札しようとする意思のない町外業者を指名する必要があったの

か、疑問に思います。また、平成23年度以降においてこのような事例があったのか、

あわせてお尋ねします。 

 ２つ、電気設備工事について。指名業者のうち２社が失格となっています。開札

結果表で、ナンバー10の業者が予定価格の84.8パーセント、ナンバー８の業者の落

札金額が同約85.1パーセントで、その差は約0.3パーセント、金額で30万円であり
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ます。このように、失格価格が最低制限価格とさほど違わないように思いますが、

最低制限価格設定の根拠をお尋ねします。 

 ３つ、機械設備工事について。指名業者12社のうち、半数の６社が失格となり、

７番目の業者が落札となっています。最低応札価格と落札価格との間に1,760万円

もの差があります。ここでも触れますが、ナンバー６で６番目の業者が予定価格の

約84.9パーセント、ナンバー１で７番目の落札業者が同約85.7パーセントであり、

その差は0.8パーセント、金額でも60万円であります。これらの原因をお尋ねしま

す。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） それでは、お答え申し上げます。 

 まず、１点目の落札しようとする意思のない業者をなぜ指名するのかというご

質問でございます。今回、指名競争入札の参加業者につきましては、建設工事契

約審査会において、建設工事等入札参加資格者の名簿から、業種別格付区分等に

よりまして選定させていただいたところでございます。町内、準町内で特定の建

設業の許可を得ている４社、また、東近江と甲賀管内に本社がございます業者で、

県の格付を参考にして選定もいたしております。具体的には、県の格付の１号で

東近江、甲賀管内に本社がある６社と、もと施工業者でございます１社を加えま

して、今回11社を指名させていただいたところでございます。結果といたしまし

て、おっしゃるとおり予定価格を超える応札があったわけでございますが、指名

について適切に行ったものと考えているところでございます。 

 ２点目につきましては、２社の失格が出ているということで、最低制限価格の

設定はどのようにしているのかということでございます。最低制限価格の設定に

つきましては、品質を確保するために必要な低価格の判断基準といたしまして、

工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モ

デルというのが国の方から通知が出されておりまして、これを参考にして決めさ

せていただいております。それによりますと、予定価格の10分の９から10分の７

の間とされておりますので、施工条件また過去の入札の実績等々を勘案して、決

定いたしているところでございます。 

 続きまして、機械設備の工事でございます。これも６社が失格となっていると。

この大きな差をどのように考えているのか、どこに原因があるのかということで

ございますけども、これにつきましては、設計については、建築コスト情報等の

公表をされております図書を基準に適正に積算いたしているところでございます。

今回、議員がおっしゃいますとおり、最低応札価格と落札価格の差はありますが、

適正な価格で落札されたと考えているところでございます。 
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議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） １つ目の質問の23年度以降においてこのような事例があった

のかと、これの答弁がないと思うんですが。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 23年以降もそういうことがあるのかということですけど

も、たくさんあります。入札情報でも出しているところでございます。これにつき

ましては、前にもお話をしたと思いますが、極端な低価格によりますダンピングの

発注につきましては、工事の品質の確保に支障を及ぼしかねないだけでなく、下請

業者へのしわ寄せ、また労働条件の悪化、安全対策の不徹底等、悪条件、悪影響が

懸念されるというふうなことで、その排除が求められております。そういったこと

で、最低制限価格を設定いたしておりますので、失格もやむを得ないというふうに

考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） こういう点について私は余り詳しくない、素人でございます。

失格４社に今後こういうことのないように注意とか、そういうことはされないんで

すか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 今も申し上げましたとおり、低価格のダンピング発注に

つきましてはいろいろな悪影響がございますので、一定、申し上げましたとおり、

失格はしようがないというふうに私どもは思っております。 

議長（杉浦和人君） ほかにございませんか。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 入札の結果について質問させていただきます。今の小林議員

とも重複する部分があるかというふうに思うんですけど、建築工事については、入

札は一番低いところで決まっていたのかなという思いで、よかったなというふうに

思っております。電気設備につきましても、そこそこのところで入札が決まったと

いうふうに思います。３つ目の機械設備工事につきましてでありますけど、12社の

入札がありましたが、６社が失格、２社が辞退という結果でありまして、実質４社

の競争入札という結果とあるんですけど、失格になった原因といたしましては、最

低制限価格以下であったかというふうに思われます。予定価格と最低制限価格がも

っと低い金額であれば、もっと低いところでの落札がされたのかなというように思

うわけでございます。そこで質問するのですが、予定価格はどのようにして決めら

れるのか、そして最低制限価格はどのようにして決められているのか、また、最低

制限価格が設定される意図は何か、またその必要はあるのかどうかというところに

ついての質問をさせていただきます。 
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議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 先ほども言いましたとおり、予定価格また最低制限価格

の設定につきましては、工事請負契約に係ります、低入札価格調査基準中央公共工

事等契約制度運用連絡協議会のモデルを参考にさせていただいているところでござ

います。最低制限価格は、10分の９から10分の７の間で施工条件、また過去の入札

の実績も勘案しまして、予定価格また最低制限価格も決定させていただいていると

ころでございます。品質の確保、また下請けへのしわ寄せ、そういった影響もあり

ますので、一定、最低制限価格の設定についてはいたし方がないというふうに考え

ていますので、失格もやむを得ないというふうに考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 機械設備の予定価格を上回っているのが１社のみということ

で、これは現在景気の状況の背景であるとも言えると思うのですが、入札結果から

見て、予定価格が実際の業者価格より高いのではないかなというふうに思います。

こういった結果にならないように、予定価格、最低制限価格にすべきというふうに

考えます。今回の入札結果をどのようにとらえているのかという部分についてお伺

いいたします。 

議長（杉浦和人君） 齋藤君、先ほどの答弁でまだ不十分ということですか。 

３番（齋藤光弘君） 全体的に、今の部分について、それで正しかったかどうかと

いう部分についてお伺いしたいんですけど。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 今回の入札について正しかったのかということで、確かに

機械設備につきましては、かなり最低制限価格を下回って、失格が多かったと、こ

ういうことでございます。最低制限価格の設定、あるいは予定価格の設定につきま

しては、先ほど総務課長が申していますように、一定の基準を国が定めておりまし

て、これは何で定めるかというと、昔、１円入札、こういったことがございまして、

何でも安けりゃいいということになるとだめだということがありまして、一定の価

格が必要である。きちんとした価格を公共事業の場合は設定しないといけないと。

こういう中で、一定の幅はございますけれども、そういうものを設定しております。

それを上回る札を出されるというのは、これはやっぱり業者さんの見積もりの仕方

等々いろんな考え方があると思いますので、これはやむを得ないと。そのことにつ

いて、町の方がそれはだめだという話はなかなかできないということでございます。

確かに、100パーセント失格というふうなことになりますと、設計がどうかという

こともございますが、今回の場合、機械設備の今お話しの部分につきましては、た

くさんの失格者が出ましたので、落札していただいた業者さんに設計の中身を聞か
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せていただいて、うちの設計とほぼ合致しているような見方をしておりますので、

すべてにおいて適切な入札であったと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 適正な入札であったということで、きちっとその辺の調査な

り今後の監督なりをしていただきたいというふうに思いますが、今後、入札につい

て、こういうことにならないようにという部分で研究、見直し、検討も必要がある

のかなというふうに思うんです。その部分についてはどう思われるか、お聞きした

いと思います。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 入札については、そのときの社会情勢によっていろいろ考

え方が変わったりしますので、国のそういった基準もいろいろ通知が出されてきま

す。当然それに合わせた入札をしていかないといけないし、絶えず周りの市町村の

状況等々も含めて入札執行はしていかないといけないと、このように思っています。

ただ、今お話しの、最低制限価格をたくさん下回っているから、ここら辺の見直し

をというのは、ちょっと今のところ考えることはないというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） １点だけお願いしたいと思います。先ほど全協の方で、齋藤

議員の質問に対して、総務課長の方から事細かく説明をいただきました。この年割

額も細かいところまできちっと齋藤議員が聞かれて、細かく答弁をいただいて、よ

く分かったわけでございます。１点お聞きしたいというのは、公共施設等耐震化事

業債というのと、また緊急防災・減災事業債、この債権２つ利用されるようにお聞

きしたんでございますが。そして臨時財政対策債、それもあるんでございますが、

このいずれも利率が４パーセント以内というようになってあるんですが、４パーセ

ントというとこれはかなり高い。このごろ、日銀の方もじゃんじゃんとお金を融通、

地方銀行に回しておるところでございますが、この本当の利率はどのぐらいの利率

でお借りされるのか、お聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 今の利率のお話でございますけども、今もおっしゃられ

ているように、４パーセントということは多分ないというふうに思われますが、借

り入れの申請をしたときにどれぐらいの変動か分かりませんが、大体２パーセント

か、ちょっと金額は分かりませんけども、４パーセントということはないというふ

うに思います。確定して現在は言えないという状況でございます。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 
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９番（西澤正治君） 時期もこういうように景気回復になっておるときでございま

すので、やはり金利も安く抑えて、町のあんまり負担にならないようにひとつお願

いしたい、このように思うわけでございます。 

 それから、もう１点でございますが、先ほど細かいご説明いただいたんですが、

不用額が１億ほど残るんではないかというお話を聞きました。議会の音調設備に

も、また今後改めて使っていきたいということでございますが、この議会の中の

音調設備というと、そんなに豪気なお金もかからないのではないかなと、このよ

うに思うわけでございます。十分節減をされた、それでまた立派な施設になるよ

うにひとつよろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） １つだけお伺いします。日野町役場耐震補強工事ということ

で、大変高額な工事なんですけれど、今年度の24年度予算の工事請負費を見せてい

ただきますと、４億638万円と大変高額なお金を使っていくわけですけど、この残

額はどのような工事請負に使用されるかというところを分かるように、具体的に教

えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 質問いただきました４億638万円につきましては、工事の

建築、電気設備、機械設備を合わせた年度割額のことでございます。これにつきま

しては、全体で３億2,000万に落札いただきまして、年割は大体２億9,000万程度に

なるかなと、このように思っているわけでございますが、この残りにつきましては、

今後不測の事態に備えた金額も足し込んだ中で予算化したいなと、このように思っ

ています。残りについては不用になるかなと思っておりますので、次の議会の定例

会におきまして、継続費の補正をいたしたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） ということは、たちまちどういうものにとか、予定があると

か、そういうようなことではないということですね。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 今の再質問につきまして、先ほども言いましたように、

４億のお金につきましては年度割でございます。全体の平成24、25を通しての５億

につきましては、先ほどもお話がございます、残り、この議場の音調システムにつ

いても工事の発注を考えていますので、今の年度割の部分についての残は不用かな

と、このように思っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。５番、蒲生行正君。 
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５番（蒲生行正君） たくさんの方が質疑をされました。私も質疑に参加させてい

ただきます。昨年の７月31日の第４回日野町議会臨時会においての工事請負契約に

ついての質疑の折には、質疑に参加したのは私１人のみでございました。今議会に

おきましては多くの方が質疑に参加され、日野町議会が活性化されてきており、喜

ばしい限りかなと思うところでございます。これまで、議員全員協議会の質疑を含

めまして、工事期間中に役場に来られる住民や来客者への対応、お体のご不自由な

方へのバリアフリー対応、工事請負３業者の日野町における工事実績、入札時の応

札価格の問題点、それぞれの工事の平成24年度、25年度の年割額、予算残額につい

ての考え方等々の質問をされまして、副町長、平尾総務課長、また外池商工観光課

参事より丁寧なお答えをいただきました。平尾総務課長の答弁から、工事を請け負

っていただく３業者の方々は、それぞれ日野町における工事実績が十分にあり、安

心できる業者でないかと感じさせていただいたところでございます。くれぐれも事

故等が生じないよう、工事期間中に役場に来られる住民や来客者にご不便が極力か

からないよう、工事監督をよろしくお願いいたしておきます。 

 それでは、私から昨年７月31日の第４回日野町議会臨時会においての工事請負契

約について質疑をいたしましたときの、町長、副町長の答弁を踏まえまして、議第

１号、工事請負契約について（日野町役場庁舎耐震補強その他（建築）工事）につ

いて質疑を行わせていただきます。このことから、私は基本的には日野町建設工事

契約審査会会長の副町長に、また、町長答弁を踏まえて質問する一部の事項につき

ましては、町長にお伺いいたします。 

 まず、この金額を十分に踏まえていただきたいと思います。日野中学校給食室新

築工事の予定価格は、税抜き２億7,800万円、税込み２億9,190万円でありました。

今回の日野町役場庁舎耐震補強その他（建築）工事の予定価格は、先ほども申され

ましたように、税抜き１億6,700万円、税込み１億7,535万円でありました。日野中

学校給食室新築工事より、税抜きで１億1,100万円、税込み１億1,655万円も尐ない、

日野中学校給食室新築工事のちょうど60パーセントの予定価格でありました。私は、

昨年７月の質疑で、町長選挙前、６月13日に発行されました藤澤なおひろさんを励

ます会、あたたか日野町みんなの会ニュースで、町の仕事は町内業者に発注するな

ど、地域経済の活性化を図りますと約束されていること、選挙期間中に発行されま

した新日野新聞の「藤澤直広候補に聞く」の中で、町内業者への発注など、地域経

済の活性化を約束されていること、選挙後の７月３日の京都新聞のインタビュー記

事の中で、町事業の工事などの仕事は地元業者に発注し、地域内で税金が循環する

形を今後もつくっていきたいと約束されていること、また、当時の全員協議会の事

前説明会時に、平尾総務課長がこの工事は町内業者でもできると言われたことを踏

まえまして、指名業者11社中、町内業者が３社と尐ない点をただしました。また、
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町内の小規模業者同士ジョイントを組む共同企業体として参加させることを考えな

かったのかどうかをただしました。副町長答弁は、この規模の入札、設計の状況等

を踏まえて指名した、きちんとした工事ができるかを踏まえて指名した、共同企業

体として参加させることは今後検討していきたいでありました。町内に多くの建築

業者がある中、きちんと工事ができる建築業者は３社で、他の建築業者はきちんと

した工事ができないとは、３社以外の町内建築業者には甚だ失礼な言い方だと感じ

たところでありました。このことは今回はおいておきまして、先ほど申し上げまし

たとおり、今回の日野町役場庁舎耐震補強その他（建築）工事の予定価格は、日野

中学校給食室新築工事より、税抜きで１億1,100万円も尐ない１億6,700万円。日野

中学校給食室新築工事のちょうど60パーセントの予定価格でありました。町長答弁

は、町内業者の育成ならびに仕事をしていただくということは大変大事なことであ

ること、このように認識をいたしております。規模や業種の数、事業者の数なども

含めて、入札執行等については適正に行わなければならない、町内業者の中でお金

が回っていく、こういうことが大事と思っております。そうした中で、それを実現

するための、今は共同体のお話などもあったわけでありますが、いろいろな手法に

ついては、それが可能なのかどうかを含めて、副町長が答弁いたしましたように、

勉強はしていくという必要もあるのかなと、このように思っておりますでありまし

た。このように町長答弁も、共同企業体としての参加について勉強するでありまし

た。そこで、副町長に３点お伺いいたします。 

 １点目は、予定価格１億6,700万円の建築工事としてはありふれた一般的な工事、

日野中学校給食室新築工事の60パーセントの建築工事であっても、日野町の本丸で

あり、日野町民にとって最も身近な日野町役場の工事であっても、なぜ町内業者が

３社しか指名されなかったのかお伺いいたします。 

 ２点目は、日野中学校給食室新築工事入札時に応札せず、入札辞退した町外業者

を今回なぜ指名したのか。この業者は、今回は応札されましたが、予定価格を大幅

に上回る指名11業者中11番目の価格での応札でありました。このような冷やかしで

応札するような町外業者を指名するくらいならば、町内業者をもっと指名されるべ

きではなかったのかお伺いいたします。 

 ３点目は、昨年７月から半年以上たっていますが、町内の小規模業者同士ジョイ

ントを組む共同企業体としての参加についての検討は、何回、いつどのような検討

をされたのか、その検討結果をお伺いいたします。 

 次に、町長にお伺いいたします。昨年３月の定例会、３月13日の一般質問、３歳

児保育の全幼稚園での実施についての再質問で、私は３月10日に発行されました滋

賀報知新聞の「自治刻刻」で、経済至上主義の国から、真に国民が大切にされる国

に転換しなければなりませんと述べておられます。この点について、藤澤町長のお
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考えをお伺いいたしますとお尋ねいたしました。町長答弁は、経済至上主義からの

脱却が大事だということは、私はずっと思っております。安けりゃいいじゃないか、

競争に勝てばいいじゃないか、こういう社会で本当にいいのかなということはずっ

と思っております、そういうグローバリズムというカタカナの言い方の中でこの国

の社会が本当に疲弊させられてきた、ぜひ転換をしなければならない、私はそうい

うふうに強く思っておりますでありました。そこで、町長にお伺いいたします。今

回の日野町役場庁舎耐震補強その他（建築）工事の指名業者は11社で、町内業者は

３社、準町内業者を含めても４社であります。このことは言いかえれば、今回の業

者指名が経済至上主義に基づくものであり、町内業者の育成を阻み、町内業者を疲

弊させるものではないでしょうか。大きい業者であればいい、これだけでいいので

しょうか。この点についてお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 蒲生議員から、安ければいい、それでいいのかということを

言っていたのに、今回の指名の状況と合わないのではないかと、こういうような趣

旨のご質問であったと、このように思います。これは、３.11を経験した日本にお

いて、さらにはその以前からも、例えばとりわけ非正規労働が増え、賃金が上がら

ない、そういうような状況のもとで経済が疲弊している。今回のデフレだとか不景

気についても、今言われているように、もう尐し働く人たちの給料が上がらなけれ

ばならないんじゃないか、そういうことも、政府も言い出しているわけであります

が、そういうことも念頭に、安ければいいだけの社会でいいのか、こういうことを

私は常々思っておるということを述べさせていただいたところでございます。あわ

せて、できるだけ町内業者の皆さんに仕事をしていただこうということについては、

今も変わりはありませんし、これまでからもそうした対応をしております。今年も

おかげさんで、農業体質強化の事業については、町内百数十ヵ所で２億5,000万と

いう大きなお金でさせていただいて、農道舗装などは30キロにも及ぶ事業を、今ほ

ぼ終わりつつあるわけでありますが、すべて町内業者の方にやっていただいている

わけでございます。しかしながら、中学校の建設、給食施設の建設をはじめとした

大規模なもの、１億6,000万のこの工事が大規模でないということになるのかどう

かは別にして、やはり工事の規模や内容においては、業者の格付なども検討した中

で発注するというのは、これまでからのルールでございます。特に建築関係の業者

さんについては、なかなかそういう意味ではそうした基準に合致するところについ

て判断をしたということでございますので、そこのところはいたし方ないのではな

いかというふうに思っております。できるだけ町内業者の方に仕事をしていただく

というのが私の思いでありますが、やはり工事の規模や内容とその施工の基準とい
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うものについては、指名競争入札の中では、その枠内の中で精いっぱい反映させる

ことが大事であって、町内業者のみで入札ということにはならないというのが今の

制度上の状況でございますし、それはそれでそういうものなのではないかなと、こ

のように思っております。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（岡村明雄君） ３点ご質問をいただきました。 

 １点目の町内業者の発注について、今回なぜ町内業者が３社なのかという点で

ございますが、蒲生議員も十分ご承知だと思いますが、入札で指名させていただ

く場合に、年度当初に審査会において一定の基準を設けております。特に建設業

者の場合につきましては、日野町内には現在、指名願が８社ほど出ておるんです

が、その中で特定持ちという項目もございます。ここの部分で言いますと、そう

いうふうな部分を、持っておられるのが３社であったと。今回の事業につきまし

ては、そういったところに発注しようというルールを定めました。 

 それから、過去に辞退した業者をなぜまた指名するのかと、こういうことでご

ざいますが、過去の実績も確かにあるんですが、今回のルールについては、特に

地元業者ならびに近隣の町の業者ということで、５社以上でないと競争入札でき

ませんので、そういったことも含めまして、そういう指名をさせていただきまし

た。 

 次にジョイントにつきまして、７月にああいう答弁をさせていただきました。研

究はどの程度やっているのかと、こういうことでございますが、正直申しまして、

ジョイントについて非常に難しいなと。町内業者でジョイントするというのは非常

に難しいなというふうに感じております。研究の内容につきましては、大体月１回

ないしは２回、審査会を行っております。７月以降、何回か審査会をしておりまし

たけれども、その中で毎回、ジョイントについて研究をどうしようかということを

したわけではございませんが、二、三回、ジョイントについての研究はどうしてい

こうかということで、一定、近隣の町等について調査をするということも含めて話

をさせていただいたという状況です。それから、もう１点は、そういうお話を受け

まして、建築工業会と懇談会の際に、そういうジョイントは皆さんどう考えますか

と、こういったことも今投げかけております。この点については、もうしばらく時

間をいただきたいなと。ただ、私の感じでは、町内業者レベルのジョイントという

のは非常に難しいのではないかなと、このように感じておる次第でございます。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 町長ならびに副町長よりご答弁をいただきました。副町長の

最初の第１点目の回答ですが、年度当初に決めておって、特定を持っているのが３

社、これは前回もおっしゃられたところでございました。それは一定そうであろう
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と、こういうふうにも思っておりますが、２点目の昨年７月に応札に応じなかった。

５社以上でないと競争入札できないとの事であるが、11社から１社とっても10社。

一定のペナルティーをかけるのは当たり前のことやないのか。何も、決めたらその

ままやる、そんなことしていたら、いつまでも変わらない。だから、今回でも一番

予定価格より大幅に上回る、いいかげんなとる気もない額で応札している。まさに

そういう形になる。こういうなのはきちっとその年々に、年度にあったら年度内に

対応しないといけない、こういうふうに思います。こういうなのは仕事をなおざり

にしかやっていない、反省を踏まえていない、そういうことが言えるのかなと、こ

ういうふうに思います。それと、３点目の件ですが、町内業者同士の小さい業者の

ジョイントは、これは難しいと思います。基本的には町外業者に町内業者を加えた

ジョイント。発注するときに、町外業者をすべてジョイントで参加しなさいよと。

たくさんいろんなところでもやっておられますが、そういう方法をする。基本的に

はそういう形になろうかと思います。そういう検討をしておられるのかどうか、そ

の点をもう一度お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 辞退の業者を再度指名するということについては、確かに

蒲生議員のそういった向きのお話も、これは考慮すべきなのかなと、今思っている

次第でございます。ただ、そこの部分についても、今後どうしていくべきかという

のは、ちょっと協議をしていきたいなと、このように思っています。 

 ジョイントについては、正直、町内と町外の業者さんのジョイントという発想で

物事を私は考えていなかったもので、町内業者の中のジョイントというふうなこと

でございましたので、今お話しの部分についても一度、担当課の方でそういったこ

とについても研究をしてもらうようお願いしていきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 次回を期待いたしたいなと、こういうふうに思いますが、本

当に町内業者の建築業者は非常に尐ないところでございます。数尐ない建築業者の

育成を考えておられるのかなと、こういう点は私には大体、今の答弁では理解がで

きかねるところでございます。このことについては、今後もただしていくことを申

し述べておきたいと思います。また、できる限り町内の業者が、今回３業者が請け

負わられるんですが、その下請に簡単な工事でも入れるようご配慮をお願い申し上

げておきまして、本日の質疑はこれで閉じます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、今回の議案につきまして、簡単ですけれども質疑

だけさせてもらいます。 
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 １点だけお願いしたいと思います。といいますのは、先ほどから予定価格の問題

とか最低制限価格の問題、いろいろ出ておるわけですけど、私はちょっと逆に角度

を変えているわけですけれども、公共事業を実施、発注する、そのことは、建設業

者にとっては安心して工事が受けられる、仕事ができるという、そういう保証の１

つであるわけです。そういう意味から見て、この公共事業でやる、この契約金額が

本当に業者にとっても潤い、また、地域経済にとっても活性化していく。それと同

時に、あと１つは、そこに働いている建設労働者の賃金を守ってあげるという、こ

ういう面があるわけですね。それが今現在、確かに賃金が、労働者賃金、公務員も

含めてでありますけど、相当たたかれてきています。そういう中で公共事業をきち

っとやる、発注するという責任は、やっぱり生活保障をする意味から見ても重要だ

という、そういう観点から最低制限価格は決めるべきだと私は考えているわけです。

そういう点から見て、よく言われておられるのは、建設労働者の賃金、この賃金が

今、設計労務単価というのが国で決められております。国土交通省とか農林水産省

が決めているわけですけれども、その設計労務単価は１日１万いくらとかいう金額

が出ておりますけれども、現実は末端の下請業者にいけば、8,000とか6,000ぐらい

の単価でたたかれているわけですね。そういうような問題をきちっと把握する、そ

ういう業者は指導するという、そういうところは逆に、改善するまで入札に参加さ

せないとか、そういう思い切った処置をとらない限りは堂々めぐりばかりされるの

ではないかなということを考えるわけです。そういう意味でよく言われております、

公共工事における賃金などを確保する公契約の法律をやろうやないかという話が今、

全国的にも広がっておりますけれども、そういった観点から見て、入札制度をどう

いうように考えておられるか。詳しくは結構ですけれども、私はじめてこういう話

をするわけですけれども、一遍その橋がかりとしてのお考えをぜひ聞かせていただ

きたいし、現実に現場労働者の、建設現場の労働者の賃金というのが、設計労務単

価より低くなっているという状況は確かに感じておられるのか、そういった点につ

いて、若干ですけれども説明をよろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 今もおっしゃっていただいていますように、低価な請負

についてのことにつきましては、労働賃金の低下になるというふうなことで、そう

いったことも思って、最低制限価格を決めようというふうなことでございますので、

町の方もそういった形でやらせていただいております。ただ、下請の賃金等につい

ての調査というのはなかなかできないわけではございますけども、そこら辺も調査

もいろいろしながら、全体を見ながら最低制限価格等を設けていかなければならな

いというふうに思っていますが、そこら辺についてはまた、審査会の中で研究をし
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ながら進めていきたいなと。県の指導も仰ぎながらやっていきたいなと、このよう

に考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 今、突然的なこういう話をして、なかなか難しいかなと私も

思っております。ぜひ、これは私も研究はしていきたいわけでありますけれども、

公共工事の事業のあり方というのか、いろいろ取りざたされておりますけれども、

もっと私も研究していく必要があるのかなということを考えております。そういう

意味でぜひ、いずれこういった問題は議会の中でも質問を出していくようなことを

私は考えておりますので、どうかその点よろしくお願い申し上げまして、質疑を終

わります。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 先ほどの調査の関係でございますけども、県の方も労務

調査をやられているようでございますので、そこら辺のまた情報を得ながら研究を

してまいりたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 今、たくさん工事に関します質疑がありましたので、大変基

本的なことだけ１つお伺いいたします。 

 今回の工事、３件に分かれておりまして、なおかつ、工事期間が今日か明日か

らほとんど１年がかりになると思います。この間に当然、それぞれ建築、電気設

備ならびに機械設備の工事請負契約書というのがあると思います。あるいはまた、

我々の業種もそうでしたが、特記仕様等もあるのかもしれません。ただ、その辺

のところは、工事に対する特記関係だと思いますけれども、この就業に関する、

工事期間中の工事に対する事項も盛り込まれていると思いますので、その点をお

伺いしたいと思います。まず平日のみの工事なのか。あるいは土日、祭日もござ

いますので、その辺の工事をいつ、どういう日に施行されるのか。もちろん、そ

の工事時間というのは、この役場の執務時間内だと思いますが、これも契約書の

中で決めておられるのかどうかもお伺いいたします。 

 それともう１つ、今、この３社が落札されましたが、当然、下請業者、あるい

は時には孫請業者等も入ってこようかと思います。大変な数といいますか、工程

表を見ていましても、建築工事が済んでから電気設備をやるとか、あるいは機械

設備はその次というようなことはできませんので、同時並行的に進められると思

いますが、いろんな方が庁舎の中に入ったり、あるいは外から工事をされるとい

うことがあると思います。庁舎内における書類等につきましては、先ほどの全協

で話がありましたが、決して不要な書類等はないと思います。どういうものが紛
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失されても大変なことになろうかと思いますので、そういったことも含めてどの

ような指導をされているのかもお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 工事中の平常勤務と休日、また３社の調整でございます

けども、当然、平時については業務を行いながらの工事となりますので、事務室に

ついては、仮設の事務室でしたりしますけども、一部入ったりすることも起こると

いうふうに思います。当然、そういう場合については、休日また時間外の工事とな

りますので、騒音の関係もございますので、そこら辺については考えて調整をしな

がらやっていきたいなと、このように思っているところでございます。 

 また、本庁への進入、入室につきましては、こういった腕章なりプレートをつけ

させまして、だれが入ったかという記帳も今現在もやっておりますが、そういった

セキュリティーについては十分やりたいなと、このように思っているところでござ

います。 

 また、役場につきましては、重要書類がたくさんあるわけでございます。休日の

メンテのときにつきましても、各課に知らせて、重要書類等についてはロッカーに

入れておくようにということにしていますので、今度につきましては、先ほども全

協でも、いろんなブルーシートとか敷いたらどうやとかいう提案もいただきました

ので、再度、中で調整をしながら、そういった方法も考えてまいりたい、このよう

に考えております。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 今、休日については、それぞれその都度許可制で、来週の土

曜日は出たいとか、そういう形でやるわけですか。そして時間も同じくです。残業

したいと言われれば許可するのかどうか。土日祭日、あるいは時間内、８時半から

５時15分の中でおさめようとしているのか、そこをお聞きしたと思うんですが。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 業務をしながらの工事となりますので、基本的にという

言い方がいいのかどうか分かりませんが、時間外とか休日が工事の主なこととなり

ますので、事前に３社、工程を詰めた中で、作業の日程で許可をしていきたいなと、

このように思っております。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） ちょっと分かりにくいんですけども、要は月曜から金曜だけ

に絞らずに、土日も、あるいは作業の状況によっては祭日も認めるということです

か。そして、今申し上げましたように、早出はなかろうと思いますが、５時15分以

降も、届けか何かがあれば、それに基づいて許可をしていく。あるいは、今申し上
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げました土日祭日については、何らかの形で職員が出てきて対応するのかどうか。

これは有事が起こってからでは大変でございます。そして、今申し上げました、こ

れから１年間、夏場も来ますし、秋、冬と１年かかるわけです。どんな事態が発生

するやも分かりませんので、万全を期していただきたいということでお願いしてお

く次第です。１つだけ、今の時間と曜日に関してお願いします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 再度申し上げますが、平時については勤務をしながらの

工事となりますので、大きな工事につきましては、時間外もしくは休日、土日に工

事が集中することになりますので、そこら辺はそういった形で作業を進めていきた

いと思いますし、土日については日直もおりますし、緊急の対応については連絡網

で安全管理の中に入ってございますので、そこら辺は特に問題はないと、このよう

に考えております。 

６番（冨田 幸君） 再三申し上げていますように、工事請負契約書ならびに特記

事項に書いてあるというから、何とかやってくれるだろうということのないように、

万全を期していただくようにお願いして、終わります。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、質疑を打ち切りたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 日程第３ 議第１号から日程第５ 議第３号まで、工事請負契約について（日野

町役場庁舎耐震補強その他（建築）工事）ほか２件については、委員会付託を省略

し、討論を行い、採決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 日程第３ 議第１号から日程第５ 議第３号まで、工事請負契約について（日野

町役場庁舎耐震補強その他（建築）工事）ほか２件については、別に反対討論があ

りませんので、一括採決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 
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議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、一括採決いたします。 

 議第１号から議第３号まで、工事請負契約について（日野町役場庁舎耐震補強そ

の他（建築）工事）ほか２件については、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第１号から議第３号まで、工事請負契約につい

て（日野町役場庁舎耐震補強その他（建築）工事）ほか２件については、原案のと

おり可決することに決しました。 

 以上をもって本日の日程はすべて終了いたしました。 

 以上で、本日の会議を閉じ、平成25年日野町議会第１回臨時会を閉会いたします。 

 町長、あいさつ。 

町長（藤澤直広君） 閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 議員の皆様方には、本日、臨時議会に提案いたしました議案３件につきまして慎

重なご審議を賜り、原案どおり可決いただきまして厚く御礼申し上げます。 

 庁舎の耐震工事につきましては、工事期間中、執務室の移動などにより、来庁さ

れる皆さんに不便をおかけすることや、工事車両等の出入りなどでご迷惑をかけた

りいたしますが、庁舎内での案内や安全管理に十分努める中で、工事施工をしてま

いりたいと考えておりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 さて、２月16日土曜日には日野公民館において、日野町人権啓発推進連絡協議会、

各地区人権啓発推進協議会発足20周年の記念事業を開催いたします。今年度は20周

年の節目にあたるため、記念事業、記念講演会を開催し、地域における人権学習の

より一層の推進を図ろうとするものでございます。議員の皆様方におかれましても

ご参加の方、よろしくお願いいたします。 

 また、今年も２月10日から３月10日にかけまして、大窪から村井・西大路の町並

みにおいて、「日野ひなまつり紀行」が実行委員会の皆さんによって開催されます。

期間中は200ヵ所近くで、各家に伝わる江戸時代から現在に至るまでのおひな様が

展示されるとともに、さまざまな催しが計画されております。町内外からたくさん

の方が日野の町を訪れて、のんびりとゆったりと散策いただき、春の訪れを感じ取

っていただければと期待しております。 

 いましばらく寒い時期が続くものと思われますが、議員各位におかれましては健

康に十分ご留意いただきまして、各方面でご活躍いただきますことを心からご祈念

申し上げまして、閉会にあたりのごあいさつとさせていただきます。本日はどうも

ありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） これをもちまして閉会いたします。 
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 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－閉会 １１時３３分－ 
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