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○議員（須藤武保君・登壇）：平成１９年第１回定

例会において次の事項について質問したいので、会

議規則６１条の規定により通告します。 

 １番須藤武保。 

 まず村長、最近新聞・テレビ等で報道されている

入札関係の談合問題について村長はどのようにお考

えでありますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今のご質問でござい

ますけれども、談合という問題これ最近各地でそれ

が発覚しているようでございますけれども、私とし

ては非常に遺憾なことだろうというふうに思ってい

るところでございます。そういうべきことはあるべ

きことではなく、正規な形でやるべきことが本来と

いうふうに考えているところでございます。 

 よろしくその点につきましてはお願いを申し上げ

たいと思います。当然猿払村においてはそのような

事は無いというふうに私は信じているところでござ

います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：猿払村ではこういう

談合とかというのは私も無いと思っております。そ

れで一つですが、質問事項の猿払村の入札は平成１

８年度工事請負等につきまして、入札方法とは色ん

なありますよね。一般競争入札・指名競争入札・随

意契約等ございますが、うちのは採用しているのは

どれですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今議員さんが言われ

たとおり３件の部分についてはその業種等に基づい

て全て行っているところでございます。 

 一般競争入札については行ってはおりませんので、

その点お含みおき願いたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：一般競争入札は行っ

ていないという事なので、指名競争入札なのですが

その件数の落札率とかお聞きいたします。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：指名競争入札の関係

の落札率ということでございます。通告書にもある

ように件に沿って申し述べたいと思います。 

 件数につきましては、予定価格これは公表はして

おります。その中で２５件、落札率は９７.１７％

という形になっているところでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：その指名競争入札が

９７.１５ということですが、指名競争入札の選考

委員というのは何人ぐらいいるのですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 助役は指名選考委員長になりまして５人で構成を

しているところでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：助役が選考して５名

ということで分かりました。これに対する基準とか

そういうものはあるのですか。 

○議長（佐々木正光君）：浜谷助役。 

○助役（浜谷 雅君・登壇）：お答えを申し上げま

す。 

 猿払村競争入札等参加選定委員会規程がございま

す。それに基づいて委員会構成をして５名で指名競

争入札の基準を設けた中で実施しております。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：次にお聞きいたしま

す。 

 随意契約は本村ではどのぐらい１８年度出してい

るのですか。また率等いただければ結構です。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：随時契約につきまし

て件数につきましては予定価格、これは公表した分

でございますけれども、１件でございまして落札率

につきましては９７.０１％ということになってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：一般競争入札はして
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ないと競争入札は助役選考と５名。随時契約が１８

年度は１件、９７.０１ということでありますが、

談合の場合に新聞等で公表されているのが大体９

８％いくのならおかしいのではないかと報道等があ

りました。９７点台ということで私は安心しました。 

 それでは次に落札率については公示または公示以

外の予定価格に対して落札金額が何％になっている

か、その辺はさっきお聞きしましたからいいです。

その後諸経費について補助を受けて発注する工事、

単独で発注する工事もあると思うが、単独工事の諸

経費について入札価格によってそうしていると思わ

れるのが率について分かればよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：諸経費の関係でござ

いますが、単独工事という形でご質問がございまし

たけれども、各種工種その事業によって各部門等も

多くございます。一概に経費率を何％というふうに

申し上げる事はなかなか難しい問題でございます。

諸経費は工種部門によりそれぞれ違いますので、実

態にあった経費率を使用しているところでございま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：この諸経費の中に安

全率というか、安全性というかそれらの経費どのぐ

らい相対的に見ているのですか。 

○議長（佐々木正光君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君）：お答えします。 

 工事の先程村長言いました工種部分によって相当

違うという部分がありまして諸経費ついては若干バ

ランスが違っている部分もあります。安全管理費の

部分では、諸経費というよりは例えば道路の配置す

るとかそういう部分で直接人件費として計上してい

る部分もございます。安全管理費という部分の率に

つきましても、同じく工種によって変わりますので

一概に何％という部分では今お答え出来ないという

状況でございます。 

 以上です。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：今の猿払村の低価格

入札、随意契約等にあって、この安全管理費が足り

ないのではないかという声が出ているのですけれど

も、その点どのようにお考えですか。 

○議長（佐々木正光君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君）：諸経費というか工事に

つきましては、色んな安全管理費とか労務者輸送と

か営繕費とか色んな部分が含まって諸経費という計

上になってますので、落札者につきましてもそれを

安全管理費の方に持っていくかどうかという部分も

含めて入札制度になってますので、一概にその部分

だけが足りないとかそういう部分の明確には出せな

いような形になってます。 

 設計上どうなのだという部分でご質問だと思いま

す。設計上につきましても、全体的な工種によって

この工種については何％だという部分で積算してま

すので、工種によっての振り分けが各業者というか

その部分の考え方によって変わるのではないかと思

ってます。 

 以上です。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：諸経費の中で全般的

に安全管理費も見ているということですね。その諸

経費の中の安全性を見た場合に、その諸経費の中か

ら安全に工事をやっていくための安全経費ですか、

それらのことはこれからも考慮するというような事

は無いのですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今の行財政の実態か

ら見まして継続して現行のままで当分の間やってい

きたいというふうに考えているところでございます

ので、よろしくその点ご理解賜りたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：どの工事でも安全が

一番大切だと思うのです。これからもまた今後はそ

れらの安全性の管理が十分出来るような諸経費の見

方というものをお願いしまして、これはこれで終わ

りますが、新年度から旭川市で予定価格１３０万円

を超える。また建設工事等５０万円を超える測量や

設計について原則として一般競争入札を行うことと

発表した。深川もそうですよね、この前の新聞等で
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見ますと、それらについて深川地元業者が限定であ

るとそして一般入札、今までの指名競争入札を全廃

し一般競争入札に変えるということなのですが、村

長どうなのですか、うちは公明性とかそういうもの

を考えた場合に一般競争入札というのは考えられな

いのですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたしたいと

思います。 

 一般競争入札の件につきましては、先程も申しま

したように各地でそういうような談合問題が発生い

たしまして地方自治法等の改正に伴って一般競争入

札を大体６月程度を目処に法改正が行うというよう

な報道も入ってきているところでございます。しか

し、うちのような小さな所または大きな所は旭川と

かそういう今言われた深川とかそういうところは別

問題といたしましても、このような小さなところで

は雇用の確保や地域の活性化を図るためには地元業

者を育成していくというような意味においては重要

性を持つものだというふうに私は考えております。

一般競争入札がこれが基本ではありますけれども、

地域限定なりまた簡易公募型なりこのような形を取

った形の中で進めていかなければならないものだろ

うというふうにも考えておりますので、その点につ

きましてもご理解を賜りたいというふうに思います。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：旭川も深川もそうな

のですが、地元業者の育成ということは村長と考え

似てますね。旭川等は村長が言われたとおり条件と

して市内業者を優先すると、地元経済情勢に配慮し

てやるとただ、３番目に工事の質の低下を防ぐため

最低制限価格等も導入していくということなのです

が、その３番目について村長の考えを。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 私共といたしましても予定価格公表時におきまし

て、これは何年か前からやっておりますけれども、

同じように１３０万円以下のものについては予定価

格は公表はしておりません。そのような状況でござ

います。また、地元の育成なり地域の活性化なりを

十分考慮した形の中で地元業者の育成を図るために

も優先していかなければならない問題だろうという

ふうにも考えております。ただ、これから法が変わ

って果たしてどのような形になってくるのかという

ことは注目して見ていかなければならない事だろう

というふうにも考えております。北海道辺りまた土

木現業所とそれから開発等についてもそのような方

法をとって入札を行っているというのが今の実態で

もございます。これは以前から一般競争入札という

ことを指示・通達されていたことでもございますの

で、そのような方法を取っていかなければというふ

うにも考えているところでございますので、よろし

くお願い申し上げたいと存じます。 

 本村においても１３０万円以上のもの予定価格公

表するものについては最低制限価格、これは設けて

おりますので、その点お含みおき願いたいと思いま

す。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：これは１３０万円以

上の超える建設工事と５０万円を超える測量設計に

ついてはどうなのでしょうか。やっぱり指名競争入

札というふうにいくのですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今ご質問ありました

測量等、委託等、設計等についてはこの中には含ま

れておりませんので、その点ご理解賜りたいと思い

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：地元業者の育成等も

考えているという答弁をいただきました。私はこの

質問はこれで終わります。 

 次にいきます。 

 ２番目の水産動物の水揚げについてナマコ・ホヤ

等を質問いたします。 

 平成１６年度２ｔホヤが平成１６年２ｔが水揚げ

されております。その前年平成２年にホヤの袋詰め

として販売しておりましたが、その後どのようなこ

とになっているかをお聞きします。 
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○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたしたいと

思います。 

 このホッキ・ナマコの須藤議員さんからの質問で

ございますけれども、全般を通してですけれどもこ

れが私共行政サイドで考えてすべきことでは私はな

いというふうに思っているところでございます。そ

ういう中で漁業協同組合様がどの様な形でそのよう

な状況を行っているのかということの実態について

私共といたしましては把握はしておりませんので、

その点申し上げたいというふうに思っているところ

でございます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：次にナマコの件でお

伺いいたします。 

 平成１４年３ｔ２００万円。平成１５年１２ｔ７

００万円、平成１６年１６ｔ１，５００万円の水揚

げがありました。また、２００２年から２００５年

まで試験操業に入っております。また７年から１１

年も試験操業入っております。平成１２年ホッキ、

その後のナマコというのは訂正消してください。本

操業の許可が出ている。ホッキについて、平成１３

年から１７年ナマコを猿払村漁業協同組合で長期試

験操業をしているが、なぜ本操業着業の許可が出な

いのか。これは浜にいる漁師さんらが大変不思議が

っている所なのです。近隣の漁組ではナマコの操業

をやっておりますよね本操業、なぜ猿払だけが出来

ないのだとその辺分かれば教えてください。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今須藤議員様からナ

マコの関係につきましてご質問ございましたけれど

も、現在ナマコにつきましては皆さんご承知の議員

さん皆さんご承知のことと存じますが、非常に中国

等で高値で取引されていることは承知していること

でございます。本村でも本操業が出来ることによっ

て水揚げも、もし上がるものであればそれに伴う個

人所得が増えてくるでしょうし、またそれに伴って

村の税収も増えてくる。非常に私は良いことだろう

というふうにも考えているところでもございます。

本操業の許可が出ないのかということについて不思

議だということでございますけれども、私も不思議

に思っているところでもございます。ただ、この関

係につきましては、行政サイドに聞くことでは私は

無く、質問とすれば筋が違うのかなというふうな感

じがしているところでございます。私としましては、

漁業協同組合様に一部あたりまして特採という形で

なくして、本操業の許可を取ってやっていただけな

いものかというふうな要請も行ったところでござい

ますし、また支庁水産課の方にも出向いてそのよう

なお話をしてきているところでもございますけれど

も、支庁水産課においても漁業協同組合さんから申

請が無い限り、私達としてはどうにもならないのだ

というような事を水産課長は申していたところでも

ございます。本当に今の諸情勢を考えますと、ホタ

テばかりに頼っているということではなくして、他

の魚種も当然に考えていく必要性というものが私は

あろうかというふうに思っているところでございま

す。議員さんも漁業協同組合へ出向いているという

ふうには思いますけれども、再度出向いて要請方も

お願いをしたいなとこのような感じでも思っている

ところでございますので、ひとつよろしくお願い申

し上げたいというふうに存じます。 

 このナマコの操業許可の関係につきまして、漁業

協同組合と漁業者の協議が必要と考えます。それを

もって漁業組合で決定して許可を出すというふうな

形になっております、またこの操業許可を出す上に

おいて平成１２年度から村を経由しないで直接道の

方に出す形になっております。それ以前は村を経由

して道の方に出すという形は取っております。その

段階におきまして色々と話し合いは出来るかという

ふうには思いますけれども、今直接村を経由しない

で道に出すという形になっておりますので、その点

も合わせてご理解を賜りたいなとこのように思って

いる次第でございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：今の答弁ですと、平

成１２年までは村の水産課を通して道に上げてたの

ですね。許可は通して、その後村が外れて漁協と宗

谷支庁と直轄でいくようになったと、これは平成１
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２年、これは国かなんかのそういう許可が変わった

のですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 平成１２年から変わったというのは地方分権法と

いうものが平成１２年から施行されたということは

議員もご承知のことと思います。それに伴いまして

規制の緩和という分野もございまして、そのような

わずらわしい手続きを排除するというような事から、

直接漁業協同組合から支庁の方へ直接上げるという

ような形になって、法律に基づいて一応の規制緩和

がされたことに伴ってこのような形になったという

ことでございますので、よろしくお願い申し上げた

いと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：平成１２年度から三

位一体改革とかそういう点でそういう水基法も変わ

ったというふうに取っていいのですね。今の私の手

持ちの中で水基法の中で平成１２年度に変わった水

基法が出されているかどうか分からないのですが、

私今、平成３年度の水基法に変わったやつを持って

いるのですけれども、それには全て市町村を通して

道に上げなかったら許可は出ないとなっているので

す。平成３年は、それが本当に変わっていったのか

なんか資料があれば見せていただきたいです。 

○議長（佐々木正光君）：早坂産業建設課長。 

○産業建設課長（早坂 裕君）：ただいまの質問に

答弁させていただきます。 

 北海道海面漁業調整規則の一部を改正するという

部分で平成１２年４月１日から施行するということ

で、趣旨については今村長が申されたとおりです。

内容につきましては、漁業に関する知事に申請また

は届出をしようとする場合の市町村長の経由を廃止

するという部分ですので、１２年の４月１日からは

市町村の経由は無くなったということです。これは

北海道海面漁業調整規則というものです。 

 以上です。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：早坂課長にお願いい

たします。その１２年に変わったというその海面法

それは後程後からでいいです見せていただけますか。

分かりました。 

 村長にお伺いいたします。 

 平成１４年猿払村では３ｔ、２００万円の水揚げ

がございます。これはキロ単価が６６６円６銭。宗

谷が１２３ｔ、８，３００万円、６７４円７銭。頓

別が１５ｔ、１，０００万円。これが６６６.６円。

また１５年度は１２ｔ、猿払は１２ｔで７００万円。

単価が５８３円です。宗谷が１８８ｔ、２億１，２

００万円。単価が１，１２７円。頓別が２９ｔ、２，

７００万円。単価が９３１円。１６年度が猿払は１

６ｔ、１，５００万円。単価が９３７円５０銭。宗

谷が１５１ｔ、２億５，３００万円。単価が１，６

７５円。頓別が２２ｔ、３，０００万円。単価が１，

３６３円６０銭。ということは、もう年々ナマコの

価値が上がっているのです。正直言って去年の暮れ

辺りの大時化でうちの裏の浜辺りはナマコが寄って

いるのです。それでもなおかつ猿払では水揚げが出

来ないというよりも本操に入れないというような状

態ですよね。その辺村としても増収になるのだから

漁組に少し操業船を出して採らせたらどうかという

相談も出来ないのですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 今の単価とｔ数の数値につきましては、その地域

の状況・海面・海底の状況によってそういう差はあ

ろうかというふうに存じます。また、採ったものを

加工することによってどういう加工するかによって

単価というものも大きく変わってくるだろうという

ふうにも思います。生で出すのかそれとも干して出

すのか、かなり引き伸ばして水を含んだ形の中で出

すのかというような部分で単価は確かに変わってこ

ようかというふうに思っているところでございます。

それぞれの漁業協同組合でやっている実態について

は掴んではおりませんけれども、本漁業協同組合と

いたしましてはこれらにつきまして私共といたしま

しても相談もしているところでもございまして、本

操業に向け支庁と協議を行っているということであ



 －44－

ります。漁業協同組合としては組合員全員の共同事

業として資源管理をしながら永続的な水揚げに繋げ

ていきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 また、６０歳以上の就労の場の確保、それから今

の若い人達がかなり来ていて就業に難をきたしてい

るというような実態も考えて、そのような雇用の場

の確保のためにも是非必要なことだろうというふう

に考えておりますので、私達といたしましても是非

指導と申しますか相談を申し上げながらバックアッ

プをしていかなければならないとこのような感じで

おりますので、その点よろしくご理解賜りますよう

お願い申し上げます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：今述べさせていただ

いた単価なのですか、これは生単価なのです。干し

単価、乾物にすると約３倍になると伺っております。

１７年度・１８年度の水揚げと単価表がありました

ら教えて下さい。 

○議長（佐々木正光君）：早坂産業建設課長。 

○産業建設課長（早坂 裕君）：ただいまの質問に

お答えします。 

 須藤議員がおっしゃられました１４年から１６年

の分につきましては、宗谷の水産という分の資料に

掲示されておりますけれども、１７年についてはま

だ集計されておりませんので集計され次第お送りし

たいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：まだ集計されていな

いということですが、集計するのに随分掛かるので

すね。１７年といったら去年、一昨年のですよ。そ

れで参考までに昨年度のナマコの単価、２，７００

円。宗谷と伺っております。また、年末の最高値は

３，５００円と聞いているのです。であればこのナ

マコというのは貴重品ですよね。宝ですね。ダイヤ

モンドですね。村長それなのになぜ組合と相談する

と組合に決定権あるかも分からないのですが、何億

も上がっているのです。隣の漁協では、こんな値段

のいいものなぜ放っておくのですか。もう１回。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私も先程も申しまし

たように、非常に高値で取引されているということ

につきましては申し上げましたとおりであります。

私共といたしましても放ってはおけない問題である

というふうにも考えているところでもございますし、

十分そのような観点に立った形の中でこれから漁業

協同組合相談を申し上げ操業に向けた前向きな考え

等を取っていただきたいという旨を申し上げ相談も

していかなければならないというふうに思っている

ところでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：村長の努力は私分か

ります。一生懸命やっている姿も分かります。であ

れば、村としてもこれは早急に漁協に手を打たなけ

ればならない問題じゃないですか。何でも漁協任せ

といっているけれども、漁協の頭を変えない限りこ

のナマコの水揚げはないじゃないですか。ですから

毎年４月からうちの組合では試験操業して特採とい

うのですか、やって５月から６月１５日４５日の産

卵の季節を過ぎて禁漁しております。であれば今年

度産卵時期終わった後の６月の中頃、それから本操

業入るような態勢に協議していただけますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたしたいと

思います。 

 漁業協同組合公共的団体でもございますので、公

共団体といたしましてそれをすれという命令はこれ

は私は出来ないものだというふうに考えております

けれども、積極的にそのような方向性で相談を持ち

かけていくということについては吝かではないとい

うふうに考えているところでもございますので、そ

の点ご理解賜りたいなというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：村長から積極的に漁

協と相談するという答弁いただきました。うちには

水産課等ございますよね。優秀な人材が、あそこに
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座ってます。一生懸命勉強しております。もうちょ

っと漁協と水産課が行き来するような形で話し合い

等していけばこれまた早急に決まる問題じゃないか

と思うのですが、村長その辺は。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今の質問にお答えい

たします。 

 当然漁業協同組合様と相談する場合については事

務的段階から入っていかなければならないというふ

うにも考えております。当然村にも水産係がありま

た水産関係の補佐もございますので、当然そのよう

な事務的な方向から進めていって最終的な関係につ

いて私は煮詰めてまいりたいと、このようにも考え

ているところでもございます。私一人でやれるよう

な状況でもございませんので、下のほうから段々と

積み重ねてご理解をいただくような方法ということ

もしていかなければならないものだろうというふう

にも考えておりますので、よろしくお願い申し上げ

たいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：役場の水産課がこの

１０年ぐらいあまり見たことないと漁師の人達は言

っております。また、この操業には６０歳定年にな

った漁師の人達がすごく期待しているのです。です

から、もう少し今村長のおっしゃったとおり、水産

課の係長もおりますよね。その人達が漁協に行って

しょっちゅう人的交流をした方がいいのではないか

と思います。６０歳以上定年になった人も最近役場

の職員が漁協に来たの見たことないという話です。

昔はしょっちゅう来ていたのになという話している

のです。定年過ぎた人達もまだ若い人達も役場の水

産課と漁協との交流、人的交流をすごく期待してお

りますので、村長よろしくどうぞお願いいたします。 

 私の質問終わります。 


