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  １７番  前田 良平   １８番  蔭山 泰章   １９番  中山  繁 

  ２０番  三宅 仁平   ２１番  藤川  俊   ２２番  中川 昭彦 

  ２３番  武田 保幸    

                                         

◎ 欠席議員 

  １１番  前田 明美 

                                         

◎ 地方自治法第１２１条の規程により説明のために出席した者の職氏名 

  市長                牧田  久 

  助役                河野 尚二 

  収入役               松尾 正俊 

  企画総務部長            清水 英範 

  市民環境部長            西川 行正 

  保険福祉部長            大垣賢次郎 

  経済部長              田所  茂 

  建設部長              中川 近敏 

  木屋平総合支所長          阿部 義則 

  水道部長              高田 正和 

  消防長               前田 力三 

  企画総務部理事           新井榮之資 

  市民環境部特命理事         武田 喜善 

  経済部特命理事           逢坂  彰 

  財政課長              加美 一成 

  秘書広報課長            松浦 真勝 
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  代表監査委員            松家 忠秀 

  教育長               三島  茂 

  教育次長              都築  稔 

                                         

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名 

  議会事務局長            青木 市夫 

  議会事務局次長           岩崎 良子 

  主任書記              長江 浩司 

                                         

◎ 議事日程 

  議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。 

                                         

◎ 会議録署名議員の氏名 

  議長は会議録署名議員に次の３名を指名した。 

              ２３番  武田 保幸 議員 

               １番  郷司千亜紀 議員 

               ２番  阪口 克己 議員 
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開会 午前１０時００分 

◎議長（小林一郎議員） 

 ただ今の出席議員は２２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１

８年第２回美馬市議会臨時会を開会いたします。なお、前田明美議員より欠席の届けが出

ておりますので、ご報告申し上げておきます。 

 開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 １０月も末、来週には１１月という文化的な季節を迎える時期になってまいりました。

議員各位には、ますますご健勝であられることを喜ばしいと存じております。また、理事

者側には、日ごろ市の発展のためご活躍いただいておりますことを心から敬意を申し上げ

るところでございます。議員各位にはいろいろと公私ともお忙しい中、ご出席を賜り、厚

く御礼を申し上げるところでございます。 

 さて、本臨時会に提出されております案件は、専決処分の承認及び契約関係であります。

いずれも重要な案件でありますので、議員各位には、円滑なる議会運営ができますよう、

ご協力をお願い申し上げまして、開会に当たりましてのごあいさつといたします。本日は

よろしくお願いを申し上げます。 

 続きまして、牧田市長よりごあいさつをいただきたいと思います。市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 皆さん、改めまして、おはようございます。本日は、平成１８年第２回の美馬市議会臨

時会を招集いたしましたところ、議員各位には公私とも大変ご多用の中、ご出席を賜りま

して、誠にありがとうございます。また、日ごろは、市政発展のために何かとご支援、ご

協力を賜っておりますことにつきましても、あわせて厚く御礼を申し上げる次第でござい

ます。 

 さて、本日、臨時会の開催をお願いをいたしましたのは、先の９月市議会におきまして

議決をいただきました予算、美馬市地域情報化基盤整備工事請負費の執行に当たりまして、

今月１９日に工事の入札を執行いたしました。その結果、徳島市徳島町２丁目１９番地１、

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社徳島営業所が６億４,７８５万円で落札をいたしまして、

仮契約を行ったところでございます。 

 工事請負契約の締結につきましては、地方自治法第９６条で規定をされてございますが、

議会の議決が必要でございますので、本日臨時会の招集をお願いしたところでございます。 

 また、承認案件といたしまして、平成１８年度美馬市一般会計補正予算（第３号）の専

決処分をいたしましたので、承認を求めるものでございます。 

 これは林業施設災害及び道路橋梁災害におきまして、災害復旧に関する測量設計委託料

等を専決いたしたものでございます。当然、急を要したものでございます。なお、詳しい

ことにつきましては、この後、企画総務部長に説明をさせますので、よろしくご審議を賜

りまして、原案どおりご可決いただきますよう、お願いを申し上げる次第でございます。 

 それから、１件、ご報告でございますけれども、昨日から本日にかけまして、いろいろ

なマスコミでも報道されておりますように、昨日、旧木屋平村の工事入札にかかわる裁判
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の最高裁での判決がございました。この裁判は、旧木屋平村におきまして、平成１４年１

０月に１業者より、工事入札指名回避による損害賠償を提訴されました。１審の徳島地方

裁判所では市側が敗訴いたしましたが、２審の高松高等裁判所では、村の指名回避に違法

性はないとの判決をいただいておりました。 

 若干先ほどの修正をいたします。１審は市側ではなくて、当時の村側でございます。木

屋平村です。２審の高松高裁では、村の指名回避に違法性はないと、判決をいただいてお

りました。 

 その後、相手方の上告によりまして、最高裁での判断ということになりまして、昨日判

断がございまして、高松高裁に審理差し戻しという判決が言い渡されたわけでございます。

今後は判決内容を詳しく検討いたしました上で、対応をしてまいりたいと考えておるとこ

ろでございます。 

 以上、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。どうかよろしくお願い

をいたします。 

◎議長（小林一郎議員） 

 ありがとうございました。 

 ただ今から本日の会議を開きます。これより本日の日程に入ってまいります。 

 本日の議事日程はお手元の日程表のとおりでございます。 

 日程第１、会議録署名議員の指名については、会議規則第８１条の規定により、２３番 

武田保幸君、１番 郷司千亜紀君、２番 阪口克己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日限りといたしたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（小林一郎議員） 

 異議なしと認め、よって、本臨時会の会期は本日１日限りと決定いたします。 

 日程第３、承認第１５号、専決処分の承認を求めることについて（平成１８年度美馬市

一般会計補正予算（第３号））を議題といたします。議案の朗読を省略し、提案理由の説

明を求めます。総務部長。 

［企画総務部長 清水英範君 登壇］ 

◎企画総務部長（清水英範君） 

 ただ今上程いただきました承認第１５号、専決処分の承認を求めることについて、ご説

明を申し上げます。恐れ入りますが、お手元の補正予算書の１ページをお開きください。 

 平成１８年度美馬市一般会計補正予算（第３号）につきまして、地方自治法第１７９条

第１項の規定によりまして、去る１０月１０日付で専決処分をいたしましたので、同条第

２項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

 ３ページをお開きください。補正予算額につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ、４１１万６,０００円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を１７７億９,

９８７万５,０００円としたものでございます。 
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 それでは、補正予算の内容についてご説明を申し上げます。恐れ入りますが、９ページ

をお開きください。 

 ９ページの歳出予算でございます。歳出の内容は、去る９月１７日に襲来しました台風

１３号などにおいて被災をしました、主に木屋平地区の林道・市道及び河川の災害復旧費

となっております。林業施設災害復旧費では２６４万６,０００円を計上いたしておりま

すが、これは国の災害査定を受検するための林道５線の被災箇所の測量設計委託料及び林

道４線の応急復旧のための重機借り上げ料等でございます。また、道路橋梁災害復旧費で

１４７万円を計上いたしておりますが、これにつきましても災害査定を受検するための市

道１線、河川２線の被災箇所の測量設計委託料となっております。なお、国の災害査定は、

林道及び公共土木施設ともに１１月下旬に実施される予定になっておりますので、復旧工

事費につきましては、災害査定後に補正予算等で対応いたしたいと考えております。また、

財源となります歳入予算につきましては、８ページのとおり、全額前年度繰越金といたし

ております。 

 以上で、専決処分いたしました平成１８年度美馬市一般会計補正予算（第３号）の説明

とさせていただきます。ご審議をいただきましてご承認を賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 恐れ入ります。ちょっと発言を訂正させていただきます。 

 先ほど報告の根拠のところで、同条、地方自治法第１７９条の２項と申し上げましたが、

３項でございますので、訂正をさせていただきます。 

◎議長（小林一郎議員） 

 以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

◎議長（小林一郎議員） 

 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただ今議題となっております承認第１５号については、会議規則第

３７条第２項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

◎議長（小林一郎議員） 

 異議なしと認めます。よって、承認第１５号については委員会付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

◎議長（小林一郎議員） 

 討論なしと認めます。討論を終わります。 
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 これより採決をいたします。 

 承認第１５号については、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

◎議長（小林一郎議員） 

 異議なしと認めます。よって、承認第１５号については原案のとおり承認いたします。 

 日程第４、議案第８９号、工事請負契約の締結についてを議題といたします。提案者の

説明を求めます。企画総務部長。 

［企画総務部長 清水英範君 登壇］ 

◎企画総務部長（清水英範君） 

 ただ今上程いただきました議案第８９号、工事請負契約の締結について、ご説明申し上

げます。議案書の２ページをお開きください。 

 議案第８９号は、先の９月議会で議決をいただきました平成１８年度美馬市地域情報化

基盤整備工事請負費に係るものでございまして、美馬市の１０４カ所の公共施設間を光フ

ァイバーで結ぶ地域イントラネット網施設整備事業を実施するものでございます。 

 今月１９日に工事の入札を行い、去る２５日に仮契約を行ったところでございます。地

方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分

に関する条例第２条の規定によりまして、本契約について議決をお願いするものでござい

ます。契約の金額は６億４,７８５万円。契約の相手方は、徳島県徳島市徳島町２丁目１

９番地１、ＮＥＣネッツエスアイ株式会社徳島営業所となっております。契約の方法は指

名競争入札でございまして、工期は議会の議決を経た日の翌日から平成１９年３月２３日

となっております。 

 以上、説明を終わらせていただきますので、どうかご審議のほど、よろしくお願い申し

上げます。 

◎議長（小林一郎議員） 

 以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 三宅仁平君。 

[２０番 三宅仁平議員 登壇] 

◎２０番（三宅仁平議員） 

 今提案しとんですけど、私も昨日たまたま図書室で本を見よったら、ちょうど出てきて、

あら、これは変わったことが出とんなというんで読んだら、今ちょうど新聞、これを焼い

て持ってきとんですけど、ちょうど今日のこの承認についての関連でございますけん、一

応支持者の方にも、どういうんでしとんか。新聞はただ簡単に遊び半分で書いとんか、そ

れとも、こういうようなことがあってしたんか、詳しく説明を願いたいんですけど。とい

うのが、中身を読んでみたら、市の方へ申し込んだと、しかし市の方は業者を皆呼んでし

ても異常がないちゅうような判断で契約の運びになりますというような情報でございます。 

 これについて、でけるんだったら詳しく説明とじゃ、今入札の選定についても、きちっ
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とでけとんのか、でけとらんのか。ちゅうのは、ほういうことがあって、不服があって言

いよんか。また、それとも自信を持って、この地区の人は入れとんでない。これ、今聞き

よったら大手ばっかしや言うけん。ほたら、僕ら素人ですけん、これはこういうことです

から、こうなりますけん、こういう業者を入れましたというような説明をお願いしたいと

思います。 

◎議長（小林一郎議員） 

 ちょっと三宅議員さん、今の質疑の内容でございますけれども、今新聞の内容と言われ

よるんですが、これは情報問題の、談合問題のなにでしょうか。どういうふうな質疑の内

容でございますか。 

◎２０番（三宅仁平議員） 

 談合の疑いがあるからという情報があったと。ほで市の方へ、ある新聞屋さんの方から

申し込んだと。ほたら、その結果じゃ、市の幹部か市長はんは、いや、いろいろ業者と事

情を聞いたら、ほういう疑いはないから仮契約しますというような見出しで載っとると。

ほで、それがどういうことかを説明を願いたいと思っとんです。まだ議長、何ぞあるんか

いな。 

◎議長（小林一郎議員） 

 いや、別にはないけど、この提案理由の説明の質疑と談合の情報とはかけ離れているよ

うに思うんですが。 

◎２０番（三宅仁平議員） 

 わしの質問の仕方が悪いんで。 

◎議長（小林一郎議員） 

 今質疑を求めたのは、提案理由の説明に対しての質疑でございますので。 

◎２０番（三宅仁平議員） 

 ええ、ほんで言いよんですわだ。 

◎議長（小林一郎議員） 

 その談合情報とは、今提案理由の説明とはちょっと内容が違うようなんですが。 

◎２０番（三宅仁平議員） 

 いや、ほなけどな、内容が違うちゅうけど、しかし、どういうような選定をして、この

……。 

◎議長（小林一郎議員） 

 ちょっと小休いたします。 

小休 午前１０時２０分 

                                         

再開 午前１０時２５分 

◎議長（小林一郎議員） 

 小休前に引き続き、会議を続行いたします。 

 三宅仁平君。 

[２０番 三宅仁平議員 登壇] 
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◎２０番（三宅仁平議員） 

 この前半に対して私が聞きよんは、１点は、公平にしっかりして指名したんかと。それ

ともう１点は、談合情報があるて、これ、市が悪いと言いよんじゃないんですよ。業者連

中が一応そういう構想した結果、入札しとんじゃないかなという情報が入ったと。ほで、

ぴったりというて、うちが情報を教えたとおりになっとるやいうようなことも書いていま

す。そんで、私も、これ公の新聞じゃしね、信じて一応ただしとかなんだら、いろんな議

員さんも何しよんなちゅうようなことをちょこちょこ聞く、福岡県でも一緒じゃし、ほん

で聞きよんです。 

 ほやけん、よく中身を提案したんじゃから、説明をしてください。 

◎議長（小林一郎議員） 

 助役。 

[助役 河野尚二君 登壇] 

◎助役（河野尚二君） 

 ２点ご質問があったかと思いますが、一つは公平にやったのかどうかということでござ

いますが、この事業につきましては、１０月１９日に執行予定の平成１８年度の美馬市地

域情報化基盤整備事業、この入札参加業者につきましては、大手の電気通信工事業者９社

で執行いたしました。具体的な業者名につきましては、美馬市の公共工事の入札及び契約

の過程並びに契約の内容に関する公表要綱に基づき公表されておりますとおり、具体的な

名前を申し上げませんが、全体１０社で指名をいたしております。 

 しかしながら、指名した１０社の中で株式会社日立製作所四国支社につきましては、旧

首都高速道路公団が発注するトンネル工事に関連して指名停止になっているというふうな

ことで、辞退がなされたところでございまして、全体で９社で指名が行われました。 

 以上が前段の、公平にやったかどうかということでございますが、この９社につきまし

ては９月２８日に美馬市の指名審査委員会を開きまして、各企業の企業実績あるいはまた

企業規模、それから企業の経営能力、信用度等、こういったものを勘案しながら９社で入

札を行ったところでございます。 

 それとあと、談合情報というのが某新聞に掲載されておりましたが、この談合情報につ

いてどうだったのかということでございますが、談合情報につきましては、入札を実施い

たしたのが１０月１９日でございますが、第７回の美馬市の入札を１９日の午前９時３０

分から１１時３０分まで、全体で１７件入札がございまして、実施をした中の一つでござ

います。 

 それから、同日午後１時３０分ごろでございますが、Ａ新聞者の記者が情報電算課に入

札結果について取材に来られまして、本日の朝９時４５分ごろ、私に匿名による電話で美

馬市の入札でＡ社が落札することに決まっているといった情報が寄せられたとの報告がご

ざいました。それで、情報電算課では、入札執行及び談合情報についての対応は情報電算

課ではやっていない、契約管財課である旨を説明いたしまして、契約管財課の方で情報の

詳細の聞き取りを実施いたしました。 

 その後、美馬市公正入札調査委員会を開催いたしまして、協議を行った結果、提供され
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た情報が、一つは件名、これ事業名ですね、これはもう当然明らかになっておりますので、

事業名が一つは明らかになっておったということ、それと２点目は落札業者が一致してい

るというふうな２点でございました。 

 いわゆる談合情報の場合には、美馬市の方で美馬市の談合情報対応マニュアルというの

をつくっておりまして、件名ですね、それから落札業者、それと、いつ、どこで、だれが、

どんな金額で落札するかという具体的な項目が実際に出てきた場合に、この美馬市の談合

情報対応マニュアルに基づいて、談合情報かどうかというのを判定することになっており

まして、今回の場合には業者がたまたま合っていたというふうなことだけでございまして、

これに基づいて、今申し上げましたように、美馬市の公正入札調査委員会を開催し、この

中で項目が１項目であると、合っていた項目が１項目ということで、談合情報の信憑性が

低いと。入札結果については保留しないで、その旨決定いたしまして市長に報告させてい

ただきまして、今日の仮契約をいたしたところでございます。 

 以上がこれまでの経過でございますので、ひとつよろしくお願い申し上げます。 

（｢議長、議事進行｣の声あり） 

◎議長（小林一郎議員） 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ２２番、中川君。 

◎２２番（中川昭彦議員） 

 （聴取不能）でございますので、自席で行います。先ほど小休前の発言についての取り

扱いはどうするんですか。 

◎議長（小林一郎議員） 

 小休前の三宅議員の言葉ですか。 

◎２２番（中川昭彦議員） 

 はい。 

◎議長（小林一郎議員） 

 三宅議員、先の質問は訂正させていただいてよろしゅうございますか。 

◎２０番（三宅仁平議員） 

 訂正します。 

◎議長（小林一郎議員） 

 三宅議員からそういう発言がありましたので、訂正をいたすことにいたします。 

 ほかに質疑なしと認めます。 

 お諮りします。ただ今議題となっております議案第８９号については、会議規則第３７

条第２項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

◎議長（小林一郎議員） 

 異議なしと認めます。よって、議案第８９号については、委員会付託を省略することに

決しました。 
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 これより討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

◎議長（小林一郎議員） 

 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 よって、採決いたします。議案第８９号については、原案のとおり決することにご異議

ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

◎議長（小林一郎議員） 

 異議なしと認め、議案第８９号については原案のとおり可決されました。 

 以上で、本臨時会に付議されておりました議案は議了いたしました。 

 よって、本臨時会を閉会いたします。 

 ここで牧田市長よりごあいさつをお願いいたします。市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 閉会に当たりまして一言御礼を申し上げます。本臨時会におきまして、議員各位におか

れましては大変お忙しい中、ご審議を賜り、提出をいたしました工事請負契約の締結につ

いての議案につきまして、原案のとおりご可決をいただき、また専決処分につきましても

ご承認をいただきまして、厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

 本臨時会におきましてご可決をいただきました平成１８年度美馬市地域情報化基盤整備

工事の執行に当たりましては、万全を期してまいりたいと考えておりますので、引き続き

議員の皆様方のご支援、ご協力を賜りますよう心からお願いを申し上げる次第でございま

す。 

 結びとなりますが、秋冷の気候でございます。議員各位におかれましては健康に十分ご

留意されまして、今後のご健勝とご多幸をご祈念申し上げまして、閉会に当たってのごあ

いさつとさせていただきます。 

 本日はどうも大変ありがとうございました。 

◎議長（小林一郎議員） 

 ありがとうございました。 

 それでは、第２回美馬市議会臨時会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げ

ます。 

 議員各位におかれましては、議案の審査に当たり、熱心に審議を賜り、誠にありがとう

ございました。全議案を議了し、閉会の運びとなりました。議員各位のご協力を心から御

礼申し上げるところであります。 

 また、理事者側に対しましては、今後この執行に対しまして、ただ今市長が申されまし

たように、滞りなく市民のためということで執行していただきたいと存じます。 

 これで本日の議会を閉会いたします。誠にご協力ありがとうございました。 

閉会 午前１０時３７分 
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