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開 会 午前１０時

〇委員長（小島信一君） 皆さん、おはようございます。ただいまから経済土木委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は８名であります。よって、委員会は成立いたしております。

それでは、本委員会に付託されました議案について審査してまいります。

なお、議案審査の順序ですが、執行部に入室していただき、補正予算審議５案、契約議案１案について、

それぞれ所管部ごとに審査願いたいと存じます。

それでは、各議案について所管部ごとに審査してまいります。

初めに経済部です。まず、議案第104号「平成29年度筑西市一般会計補正予算（第６号）」のうち経済部

所管の補正予算について審査してまいります。

なお、議案第104号につきましては、複数の部にまたがるため、各部の審査の終了後、採決したいと存

じます。

初めに、観光振興課より説明願います。

中澤観光振興課長、お願いします。

〇経済部長（須藤忠之君） 経済部です。よろしくお願いいたします。

〇委員長（小島信一君） お願いします。

〇観光振興課長（中澤俊明君） 観光振興課の中澤でございます。よろしくお願いいたします。

議案第104号「平成29年度筑西市一般会計補正予算（第６号）」のうち観光振興課所管の補正予算につき

ましてご説明申し上げます。

８ページをごらん願います。第２表、債務負担行為補正、１、追加でございます。上から４段目、宮山

ふるさとふれあい公園管理委託でございますが、平成30年度の当初から委託するに当たり、事前に委託契

約を行う必要があることから、限度額450万円の債務負担行為補正をお願いするものでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇委員長（小島信一君） 質疑を願います。よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） では、質疑を終結いたします。

ありがとうございました。

続きまして、農政課より説明願います。

〇農政課長（關 紀良君） 農政課、關です。よろしくお願いします。

〇委員長（小島信一君） それでは、關農政課長、お願いします。

〇農政課長（關 紀良君） 議案第104号「平成29年度筑西市一般会計補正予算（第６号）」のうち農政課

所管の補正予算についてご説明申し上げます。

初めに、６ページをお開き願います。第２表、債務負担行為補正、１、追加でございます。上から１段

目、平成29年６月16日の降雹農協系統農業災害資金利子助成、期間なのですが、平成29年度決定分で、平

成29年度から平成34年度、限度額２万1,000円の債務負担行為補正をお願いするものです。
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内容でございますが、平成29年６月16日の降ひょうにより被害を受けた農業者が、農業生産の再生資金

として、北つくば農業協同組合から借り入れた農業系統農業災害資金について、利子助成補助金を交付す

ることにより、農業生産活動を支援するものです。償還期間５年の事業でございまして、事前に措置を行

う必要があることから、債務負担行為補正をお願いするものでございます。

なお、今回の助成者は、葉たばこに被害を受けた農家１軒でございます。

続きまして、14、15ページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、歳入でございます。款

16県支出金、項２県補助金、目６農林水産業費県補助金、節１農業費補助金、説明欄12、農業経営基盤強

化資金利子補給補助金としまして、19万6,000円の増額補正をお願いするものでございます。内容につき

ましては、歳出にてご説明申し上げます。

続きまして、同ページ、款21諸収入、項６雑入、目６雑入、節８雑入（農林）、説明欄23、農地集積協

力金交付事業補助金返還金としまして100万円の増額補正をお願いするものでございます。内容につきま

しては、歳出にてご説明申し上げます。

続きまして、16、17ページをお開き願います。説明欄24、経営体育成支援事業補助金返還金としまして

11万8,000円の増額補正をお願いするものでございます。内容につきましては、歳出にてご説明申し上げ

ます。

続きまして、18、19ページをお開き願います。３、歳出でございます。款２総務費、項１総務管理費、

目14諸費、説明欄、償還金、国庫支出金返還金のうち111万8,000円の増額補正をお願いするものです。内

容でございますが、農地集積協力金交付事業補助金返還金100万円につきましては、同事業の協力金の交

付を受けましたが、交付要件を満たさなくなったため返還するものでございます。

続きまして、経営体育成支援事業補助金返還金11万8,000円でございますが、同事業での補助金の交付

を受けましたが、助成を受けた経営体は、消費税の課税方法が本則課税であることが判明したため、補助

金のうち消費税相当分の減額を行わなければならないため、返還するものでございます。

続きまして、21ページをお開き願います。款６農林水産業費、項１農業費、目３農業振興費、説明欄、

農業経営基盤強化資金利子助成補助金としまして39万3,000円、同じく説明欄、平成29年６月16日の降雹

農協系統農業災害資金利子助成事業としまして3,000円の増額補正を、それぞれお願いするものでござい

ます。内容でございますが、農業経営基盤強化資金利子助成事業につきましては、農業構造の確立を図る

ため、日本政策金融公庫が融資する農業経営基盤強化資金、通称スーパーＬ資金でございます。これを借

り入れた認定農業者に利子を助成し、農業経営の安定に寄与するものでございまして、現在利用中の方の

利子助成率の変動に伴う増額と利用者の増額によるものでございます。

なお、市が利子助成を行う場合は、県が２分の１以内を補助することになっており、歳入で県補助金19万

6,000円を計上してございます。

続きまして、平成29年６月16日の降雹農協系統農業災害資金利子助成事業でございますが、先ほど債務

負担行為補正で内容説明いたしましたとおり、平成29年６月16日の降ひょうにより被害を受けた農業者が、

農業生産の再生資金として、北つくば農業協同組合から借り入れた農協系統農業災害資金について利子助

成の補助を交付し、農業生産活動を支援するものでございます。
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農政課の説明は以上でございます。よろしくお願いします。

〇委員長（小島信一君） 説明ありがとうございました。

質疑を願います。よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） それでは、質疑を終結いたします。

では、交代してください。

次に、ふるさと整備課より説明願います。

〇ふるさと整備課長（谷口裕一君） ふるさと整備課、谷口です。よろしくお願いします。

〇委員長（小島信一君） それでは、谷口ふるさと整備課長、お願いします。

〇ふるさと整備課長（谷口裕一君） では、説明いたします。議案第104号「平成29年度筑西市一般会計

補正予算（第６号）」のうちふるさと整備課所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。

８ページをお開き願います。第２表、債務負担行為補正、１、追加でございます。１段目の基幹水利施

設維持管理委託、平成30年度、限度額1,560万2,000円に消費税額を加算しました1,685万円をお願いする

ものでございます。これは、鬼怒川南部地区の基幹水利施設であります勝瓜頭首工、川岸揚水機場、船玉

第１、第２揚水機場の維持管理を鬼怒川南部土地改良区連合へ委託するものでございます。

ふるさと整備課所管の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇委員長（小島信一君） ありがとうございます。

それでは、質疑を願います。よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） 質疑を終結いたします。

ここで、経済部から土木部への執行部の入れかえをお願いいたします。経済部の皆さん、ありがとうご

ざいました。ご苦労さまでした。

〔経済部退室。土木部入室〕

〇委員長（小島信一君） それでは、土木部所管の審査に入ります。

初めに、議案第104号「平成29年度筑西市一般会計補正予算（第６号）」のうち土木部所管の補正予算に

ついて審査してまいります。

最初に、建築課より説明願います。

西村建築課長、お願いします。

〇建築課長（西村 勉君） 建築課所管の一般会計補正予算（第６号）につきましてご説明いたします。

議案第104号「平成29年度筑西市一般会計補正予算（第６号）」、お手元の資料の８ページをお開き願い

ます。第２表、債務負担行為の補正でございます。建築課では３項目計上しておりますが、いずれも平成

30年４月１日から執行を要するため、平成29年度中に契約を締結し、準備を進める必要があることから、

債務負担行為の設定をお願いするものでございます。

まず、事項の上から５段目の市営住宅使用料コンビニ収納委託でございます。期間は平成30年度、限度

額は、17万円に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内でございます。これは、市と市の指定金
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融機関である株式会社常陽銀行、そして地銀ネットワークサービス株式会社の３者で締結した筑西市コン

ビニエンスストア収納事務委託契約書に基づき、入居者が市営住宅使用料等をコンビニエンスストアで納

付した際の収納事務委託料であります。

次に、６段目の市営住宅使用料公金収納情報データ化委託でございます。期間は平成30年度、限度額は、

３万3,000円に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内でございます。これは、市と株式会社常

陽銀行とで締結した市税等の公金収納情報データ化契約書に基づき、市営住宅使用料等を金融機関、本庁

または各支所の窓口で納付をした場合、納付書及び使用料が株式会社常陽銀行に送付されます。この納付

情報をデータ化し、市のデータ受信システムに送信する業務に対する委託料であります。

次に、７段目の市営住宅使用料収納業務委託でございます。期間は平成30年度、限度額は、453万9,000円

に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内でございます。これは、市営住宅使用料収納率の向上

を図るため、３カ月以上の滞納者を対象とした収納業務委託であります。平成30年度は110件分を見込ん

でおります。

以上が建築課所管の債務負担行為の補正の提案理由でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。

〇委員長（小島信一君） 説明ありがとうございます。

建築課でしたよね。

〇建築課長（西村 勉君） はい、建築でございます。

〇委員長（小島信一君） 私、建設課と言ってしまったようで。

西村建築課長さん、ありがとうございます。

それでは、質疑を願います。

外山委員。

〇委員（外山壽彦君） 参考のために聞きたいのですが、コンビニに委託した場合に、手数料というのは

何％ぐらい払うのですか。

〇委員長（小島信一君） 西村課長。

〇建築課長（西村 勉君） ご質問にお答えします。

当市で契約しているものは、１件に当たり57円の手数料を払うことになります。

〇委員長（小島信一君） 外山委員。

〇委員（外山壽彦君） 金額の大小にかかわらずですか。

〇委員長（小島信一君） 西村課長。

〇建築課長（西村 勉君） １件57円です。

〇委員（外山壽彦君） あくまでも、金額にかかわらず、多い少ない関係ないと。

〇建築課長（西村 勉君） そうです。パーセンテージではなくて１件57円です。

〇委員（外山壽彦君） わかりました。

〇委員長（小島信一君） よろしいですか。

そのほか質疑を願います。よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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〇委員長（小島信一君） それでは、質疑を終結いたします。

あと次、いいのかな、西村課長さん。

〇建築課長（西村 勉君） はい。

〇委員長（小島信一君） どうもありがとうございました。

次に、議案第112号「平成29年度筑西市病院事業会計補正予算（第１号）」のうち土木部所管の補正予算

について審査します。

なお、議案説明に当たり補足資料がありますので、お手元に配付してあります。

それでは、中核病院建設課から説明願います。

鈴木中核病院建設課長、お願いします。

〇中核病院建設課長（鈴木勝利君） 土木部中核病院建設課の鈴木と申します。よろしくお願いします。

着座にてご説明させていただきます。

議案第112号「平成29年度筑西市病院事業会計補正予算（第１号）」のうち土木部中核病院建設課所管の

補正についてご説明申し上げます。

第２条、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおり定める。表のうち一番

下の新中核病院総合施設管理業務委託についてご説明申し上げます。期間、平成30年度から平成32年度、

限度額４億3,282万1,000円に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲でございます。本日お手元の

資料に総合施設管理業務のイメージ図と施設管理業務スケジュール案を配付させていただきましたので、

あわせてごらんいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

茨城県西部メディカルセンターの総合施設管理義務につきましては、施設及び設備の管理業務、清掃業

務、警備業務等を一括委託し、各業務間の連携を図ることにより建物を常に最高な状況に保ち、診療基盤

を維持するとともに、施設の利用者が安全かつ快適に利用できるよう、建物全体の管理を行うものでござ

います。

また、予防保全を考慮した維持管理が適切にできるよう努めることを目的とするものでございます。業

務の内容でございますが、建物及び設備の管理業務としまして、電気設備、衛生設備、消防設備など、法

令に基づく定期点検、各種設備機器の日常巡視点検、また中央監視室におきまして諸設備等の運転状況の

把握と監視を実施し、建物及び設備の安全面、衛生面、機能維持、経済性の観点に基づき保守を行ってま

いります。

清掃業務としましては、院内感染対策チームとの連携、患者にとって快適な療養環境の提供が可能とな

るよう、医療関連サービスマークを取得した業者により衛生管理による感染対策を実施してまいります。

警備業務としましては、施設内外における警戒警備を徹底し、事故の発生を未然に防止すること、火災

や地震等の災害発生時において、患者、職員等の安全確保を第一として対応を行うなど、病院全体の安全

を確保してまいります。

このようなことから総合施設管理方式を採用し、専門業者へ外部委託することで、病院の施設管理職員

の人件費の低減化を図ることができます。また、施設管理従事者間の連携が強化されることから、施設の

ふぐあいを早期に発見、回復できるとともに、病院従事者や利用者からの要望、インシデント等を把握、
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分析して、継続的に業務改善を図ることにより、業務品質の向上が可能になります。

今後のスケジュールでございますが、総合施設管理業務につきましては、本議会で債務負担行為の議決

をいただいた後、来年１月に公募型プロポーザルにより業者の募集を行いたいと考えております。その後、

選定委員会におきまして、書類審査及びプレゼンテーション等を行い、４月上旬までに優先交渉者の決定

を予定しております。優先交渉者決定後は、病院関係者と管理方針及び管理体制など細部にわたる協議を

行い、総合施設管理業務委託契約を締結したいと考えております。契約後、必要な施設管理員を配置し、

従業員の教育、病院関係者への取り扱い説明等を経て、10月の開院を迎えたいと考えております。

なお、公募型プロポーザルの実施に当たりましては、地元雇用及び地元下請業者の活用等を評価項目と

するなど、地元貢献を考慮した資料を作成し、業者の選定をしてまいりたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

以上でございます。

〇委員長（小島信一君） ありがとうございました。確認なのですけれども、委員長からちょっと確認だ

けよろいしいですか。

大変大きな業務委託で、これから議会としても慎重審議を期したいものなのですが、具体的にこれ議案

として出るというのは、予算のときと、それからプロポーザルの議決の２つありますよね、議会として審

議する機会というのは、この後。

お願いします。

〇中核病院建設課長（鈴木勝利君） 平成30年度の当初予算で予算については提案させていただきます。

議案につきましては、委託業務でございますので、議会の議決の要件に当たりませんので、今のところ考

えていないのですけれども。

〇委員長（小島信一君） プロポーザルでもないのでしたか。

〇中核病院建設課長（鈴木勝利君） はい。一括運営を委託する場合にはありますけれども、部分の施設

の委託でございますので。

〇委員長（小島信一君） わかりました。

それでは、質疑を願います。

増渕委員。

〇委員（増渕慎治君） 来年の10月から中核病院が開院するのですけれども、今回のこの債務負担行為、

平成32年までになっていますけれども、この施設管理については、ずっと新中核病院の独立行政法人のほ

うで管理するのではなくて、土木部のほうでずっと管理する、そこら辺のところがちょっとわからないの

で、説明してもらえますか。

〇委員長（小島信一君） 鈴木課長、お願いします。

〇中核病院建設課長（鈴木勝利君） それでは、施設管理業務のスケジュールをお手元に配付したところ

でございますが、本日12月に議会のほうで債務負担行為の議決をいただいた後、先ほどもお話ししました

ように、行政のほうで、私たちの土木部のほうでプロポーザルの審査をします。業者を決定していくので

すが、その後、開院後につきましては、病院のほうに承継するということで……
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（「もう１回言って」と呼ぶ者あり）

〇中核病院建設課長（鈴木勝利君） （続）病院のほうに承継する、管理のほうも承継する、予算のほう

も承継するという形で進めます。

〇委員長（小島信一君） ありがとうございます。

よろしいですか。増渕委員。

〇委員（増渕慎治君） わかりました。当然10月からは、病院のほうで独立行政法人が立ち上がるわけな

ので、管理のほうもそちらのほうに任せるということで、わかりました。

〇委員長（小島信一君） そのほかございますか。

堀江議員。

〇委員（堀江健一君） この４億3,200万円の根拠をちょっと教えてください。

〇委員長（小島信一君） 鈴木課長。

〇中核病院建設課長（鈴木勝利君） 実は、この負担行為の見積もりを出すに当たりまして、この総合施

設管理の実績のある業者さんに参考見積もりをいただいています。これは、７者から参考見積もりをいた

だいておりまして、そのうち一番高い見積もりを出したものと一番低い見積もりを出したものを省いて５

者の平均で出しております。なおかつ、そのほかに類似の病院の施設も考慮しましてこの金額を出してお

ります。ちなみに、平成30年度は10カ月、平成31年度、32年度は丸１年を予定しております。

以上でございます。

〇委員長（小島信一君） ありがとうございます。

堀江委員。

〇委員（堀江健一君） では７者からやって、一番上と一番下のものを除いて……

〇中核病院建設課長（鈴木勝利君） 平均出しました。

〇委員（堀江健一君） ５者の平均として出したわけですね。

〇中核病院建設課長（鈴木勝利君） はい。

〇委員（堀江健一君） そうですか、わかりました。

〇委員長（小島信一君） よろしいですか。

〇委員（堀江健一君） はい、ありがとうございます。

そのほかございますか。

外山委員。

〇委員（外山壽彦君） これは要望に近いのですが、今説明の中で、プロポーザルするときにはできるだ

け地元の業者を使いたいという発言があったのですけれども、これ管理するような業者が地元におるので

すか、まず。その辺ちょっと言葉のあやなのかなと思って聞いていたのですが、当然地元、この筑西市内

にはそういう業者がいないとは思うのですが、もしいれば、それはやっぱり当然地元業者を優先していた

だきたいのですが、今現在はどう思っているのですか。

〇委員長（小島信一君） よろしいですか。鈴木課長。

〇中核病院建設課長（鈴木勝利君） 実は、この総合施設管理でございますので、総合的に全部の委託を
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できるような業者は、筑西市内にはございませんので、そういうプロポーザルなんかで総合管理を受託す

る業者さんに、例えば地元企業とか下請で入っていただくとか、例えば清掃業務の下請で入ってもらうと

か、消防設備の下請で入ってもらうとか、これはプロポーザルの中でそういうふうな提案をしていただく

と。私らのほうは、それを項目の中に入れるということでご理解いただきたいと思います。

〇委員長（小島信一君） よろしいですか。

外山委員。

〇委員（外山壽彦君） では再度。では、そういう事情でしたらば、できるだけ本当に地元の業者を使っ

ていただけるようにお願いします。それだけです。

以上です。

〇委員長（小島信一君） そのほかございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） それでは、質疑を終結いたします。

これより議案第112号の採決を行います。

議案第112号「平成29年度筑西市病院事業会計補正予算（第１号）」のうち所管の補正予算について、賛

成者の挙手を願います。

〔賛 成 者 挙 手〕

〇委員長（小島信一君） 挙手全員。よって、本案は可決されました。

ここで、土木部から上下水道部へ執行部の入れかえをお願いいたします。土木部の皆さん、ありがとう

ございました。

〔土木部退室。上下水道部入室〕

〇委員長（小島信一君） それでは、上下水道部の所管の審査に入ります。

初めに、議案第104号「平成29年度筑西市一般会計補正予算（第６号）」のうち上下水道部所管の補正予

算について審査してまいります。

下水道課より説明願います。

大林下水道課長、お願いします。

〇下水道課長（大林 弘君） 下水道課長の大林です。よろしくお願いいたします。

それでは、議案第104号「平成29年度筑西市一般会計補正予算（第６号）」のうち下水道課所管分につき

ましてご説明いたします。

〇委員長（小島信一君） 大林課長、もうちょっと大きな声でお願いします。

〇下水道課長（大林 弘君） ６ページをお開き願います。第２表、債務負担行為補正、１、追加でござ

います。

下水道課所管分に関しましては、８ページをお開き願います。上から２段目でございます。事項、団地

排水施設水質検査委託、期間、平成30年度、限度額は、70万円に消費税額及び地方消費税額を加算した額

の範囲内でございます。これにつきましては、大田郷駅前、鷹ノ巣、幸町の３団地における水質検査の委

託契約を結ぶためでございます。
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続きまして、上から３段目でございます。事項、団地排水使用料徴収委託、期間、平成30年度、限度額

は、485万1,000円に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内でございます。これにつきましては、

同じく大田郷駅前、鷹ノ巣、幸町の３団地における下水道使用料の徴収委託契約を筑西市水道事業と結ぶ

ためでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

〇委員長（小島信一君） ありがとうございました。

それでは、質疑を願います。よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） 質疑を終結いたします。

大林課長、ありがとうございました。

以上で経済土木委員会に付託されました議案第104号については、各部の説明、質疑を終了いたしまし

たので、これより採決したいと思います。

議案第104号「平成29年度筑西市一般会計補正予算（第６号）」のうち所管の補正予算について、賛成者

の挙手を願います。

〔賛 成 者 挙 手〕

〇委員長（小島信一君） 挙手全員。よって、本案は可決されました。

次に、議案第107号「平成29年度筑西市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）」について審査いた

します。

それでは、下水道課から説明を願います。

大林下水道課長、お願いします。

〇下水道課長（大林 弘君） 続きまして、議案第107号「平成29年度筑西市公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）」につきましてご説明いたします。

２ページをお開き願います。第１表、債務負担行為補正、１、追加でございます。事項、公共下水道使

用料徴収委託、期間、平成30年度、限度額は、2,664万4,000円に消費税額及び地方消費税額を加算した額

の範囲内でございます。これにつきましては、公共下水道使用料の徴収委託契約を筑西市水道事業と結ぶ

ためでございます。

次に、事項、公共下水道施設水質検査委託、期間、平成30年度、限度額は、416万6,000円に消費税額及

び地方消費税額を加算した額の範囲内でございます。これにつきましては、公共下水道施設における水質

検査の委託契約を結ぶためでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

〇委員長（小島信一君） ありがとうございました。

それでは、質疑を願います。よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） 質疑を終結いたします。

これより議案第107号の採決をいたします。
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議案第107号「平成29年度筑西市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）」について、賛成者の挙手

を願います。

〔賛 成 者 挙 手〕

〇委員長（小島信一君） 挙手全員。よって、本案は可決されました。

次に、議案第108号「平成29年度筑西市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）」について審査し

てまいります。

それでは、農業集落排水課から説明を願います。

大島農業集落排水課長、お願いします。

〇農業集落排水課長（大島康弘君） 農業集落排水課長の大島です。よろしくお願いいたします。着座に

てご説明申し上げます。

それでは、議案第108号「平成29年度筑西市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）」についてご

説明申し上げます。平成29年度筑西市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ700万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ12億7,125万7,000円とする。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成29年11月29日提出でございます。

初めに、歳入歳出補正予算事項別明細書でご説明申し上げます。10ページから11ページをお開き願いま

す。２、歳入でございます。款５繰入金、項２目１節１基金繰入金、説明欄１、農業集落排水事業基金繰

入金700万円の増でございますが、これにつきましては、施設修繕に充当するための増額補正でございま

す。詳細は、歳出でご説明申し上げます。

続きまして、12ページから13ページをお開き願います。３、歳出でございます。款１項１農業集落排水

事業費、目１農業集落排水総務費、説明欄最上段、農業集落排水処理施設修繕事業700万円の増でござい

ますが、これにつきましては、本年度上期において想定していなかった730万円の緊急修繕が生じました。

今後突発的な修繕や経年劣化による修繕も見込まれ、予算に不足が生じることが予想されるため、増額補

正をお願いするものでございます。

以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。

〇委員長（小島信一君） ありがとうございました。

それでは、質疑を願います。よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） 質疑を終結いたします。

これより議案第108号の採決をいたします。

議案第108号「平成29年度筑西市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）」、賛成者の挙手を願い

ます。
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〔賛 成 者 挙 手〕

〇委員長（小島信一君） 挙手全員。よって、本案は可決されました。

ありがとうございました。

次に、議案第111号「平成29年度筑西市水道事業会計補正予算（第２号）」について審査してまいります。

それでは、水道課から説明願います。

吉田水道課長、お願いします。

〇水道課長（吉田 孝君） 水道課の吉田でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、議案第111号「平成29年度筑西市水道事業会計補正予算（第２号）」についてご説明申し上げ

ます。

第１条、平成29年度筑西市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

第２条、債務負担行為の追加は、次のとおりと定める。

事項、水道水定期水質検査委託、期間、平成30年度、限度額、473万5,000円に消費税額及び地方消費税

額を加算した額の範囲内でございます。

これにつきましては、水道法に定められた水質検査の業務委託を結ぶためでございます。

次に、事項、薬品購入（次亜塩素酸ナトリウム）、期間、平成30年度、限度額は、963万6,000円に消費

税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内でございます。これにつきましては、上水道の殺菌に使用す

るために薬品を契約し、購入するものでございます。

続きまして、その下段、事項、薬品購入（ポリ塩化アルミニウム）、期間、平成30年度、限度額は、846万

1,000円に消費税額及び地方消費税額を加算した額の範囲内でございます。これにつきましては、浄水過

程で凝集剤として用いるために薬品を契約し、購入するものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

〇委員長（小島信一君） ありがとうございます。

それでは、質疑を願います。よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） 質疑を終結いたします。

これより議案第111号の採決をいたします。

議案第111号「平成29年度筑西市水道事業会計補正予算（第２号）」、賛成者の挙手を願います。

〔賛 成 者 挙 手〕

〇委員長（小島信一君） 挙手全員。よって、本案は可決されました。

ありがとうございました。

次に、議案第113号「工事請負契約の締結について」の審査をしてまいります。

なお、議案説明の補足資料がございますので、お手元に配付してございます。

それでは、農業集落排水課から説明を願います。

大島農業集落排水課長、お願いします。

〇農業集落排水課長（大島康弘君） それでは、議案第113号「工事請負契約の締結について」ご説明い
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たします。

平成29年11月16日、一般競争入札に付した平成29年度農山漁村地域整備交付金農業集落排水事業［機能

強化対策］処理施設改修工事について、本契約を締結いたしたく、議会の議決を求めるものでございます。

契約の内容でございますが、１、契約の目的、平成29年度農山漁村地域整備交付金農業集落排水事業［機

能強化対策］処理施設改修工事、２、契約金額、１億5,865万2,000円、３、契約の相手方、つくば市東新

井８番10、株式会社第一テクノ茨城営業所取締役茨城営業所長、北島久夫でございます。

次ページをお開き願います。参考資料１、改修工事の概要でございます。議案と重複する部分について

は、割愛をさせていただきます。

２、工事場所は、筑西市木戸1362番地１でございます。

５、工期は、本契約の効力を生ずる日の翌日から平成31年３月22日まででございます。

６、工事内容は、記載のとおりでありますが、このうち（２）、処理施設機械設備工事の①、機械設備

製作工及び（３）、処理施設電気設備工事の①、電気設備製作工が本年度施工分でございます。

続きまして、お手元の議案第113号資料をごらん願います。入札経過等のご説明をさせていただきます。

１、入札経過でございますが、第１回目は平成29年10月４日に公告、平成29年10月24日に入札の予定で

したが、開札の結果、応札者がいなかったため、入札中止となってしまいました。その後、再度入札とし

て、平成29年10月27日に公告、平成29年11月16日に入札、平成29年11月17日に仮契約を行いました。

２、予定価格は、税抜きで１億5,560万円、税込みで１億6,804万8,000円でございます。

３、設計業者は、茨城県土地改良事業団体連合会でございます。

４、落札金額は、税抜きで１億4,690万円、税込みで１億5,865万2,000円でございます。

５、落札率は94.41％でございます。

６、入札結果は、荏原実業株式会社が辞退、落札した株式会社第一テクノが税抜きで１億4,690万円、

株式会社日立プラントサービスが税抜きで１億5,350万円でございました。

なお、次ページ以降に参考資料２として、処理施設概要、位置図、汚水経路図、処理施設機能強化工事

図面の順に添付させていただきましたので、ごらんいただきたいと存じます。

説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（小島信一君） ありがとうございます。附属資料も多いようですので、慎重に審議をお願いし

ます。

質疑を願います。

榎戸委員。

〇委員（榎戸甲子夫君） 落札金額が１億円を超えていますよね。

〇農業集落排水課長（大島康弘君） はい。

〇委員（榎戸甲子夫君） そうしますと、応札業者が３者、１者辞退ですが、この金額に値して入札業者

の数というのはないのですか。２者でも３者でもいいわけですか。

〇委員長（小島信一君） 稲見部長。

〇上下水道部長（稲見博之君） それでは、入札の経過でございますので、私のほうから説明をさせてい
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ただきます。

本入札は電子入札でございまして、市の電子入札規則によりまして、１者でもあれば入札は成立すると

いうことでございます。今回３者のエントリーがあったわけでございますが、そのうち１者が辞退したと。

残り２者が応札したということで、入札は成立をしたものでございます。

以上でございます。

〇委員長（小島信一君） 榎戸委員。

〇委員（榎戸甲子夫君） 今の部長の説明、電子入札、今の言ったことが説明のときに言っていれば私の

質問はないわけです。今後からそういう説明をしてください。

以上。

〇委員長（小島信一君） よろしいですか。

金澤委員。

〇委員（金澤良司君） 済みません、この改修工事なのですが、これ供用を多分何年かしたと思うのです

が、供用開始の年月を教えてください。

〇委員長（小島信一君） 供用開始の年月。

〇委員（金澤良司君） はい。

〇委員長（小島信一君） 大島課長。

〇農業集落排水課長（大島康弘君） お答えいたします。

供用開始の時期でございますが、木戸地区につきましては、平成５年４月供用開始をしております。

〇委員長（小島信一君） よろしいでしょうか。金澤委員。

〇委員（金澤良司君） 設計業者なのですが、これ設計業者が当然設計見積もっていると思うのですが、

これ設計業者１者にお願いしたのですか、何者かあったのですか。１者にお願いしたのですか。

〇委員長（小島信一君） 大島課長。

〇農業集落排水課長（大島康弘君） お答えいたします。

こちら茨城県土地改良事業団体連合会でございますが、こちらにつきましては１者ということで、随意

契約で行っております。

〇委員長（小島信一君） よろしいですか。金澤委員。

〇委員（金澤良司君） いいです。

〇委員長（小島信一君） そのほかございますか。

増渕委員。

〇委員（増渕慎治君） この資料を見せてもらうと、もう５年がかりで申請なんかして、平成25年から随

分、それで交付が決定されたということでスタートしたのだと思いますけれども、国、県と筑西市との交

付金の割合をちょっと教えていただければと思います。

〇委員長（小島信一君） よろしいですか。大島課長。

〇農業集落排水課長（大島康弘君） お答えいたします。

こちらの本事業につきましての交付金の割合は、国が50％、市が50％でございます。
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〇委員長（小島信一君） よろしいですか。

〇委員（増渕慎治君） はい、結構です。

〇委員長（小島信一君） そのほかございますか。

堀江委員。

〇委員（堀江健一君） これ入札、最初は不調に終わったのですけれども、２回目の予定価格と１回目の

予定価格と変わっているのですか。見積もり。それちょっと教えてください。

〇委員長（小島信一君） よろしいですか。大島課長さん。

〇農業集落排水課長（大島康弘君） お答えいたします。

予定価格につきましては、金額は同額でございます。

〇委員（堀江健一君） １回目も２回目も。

〇農業集落排水課長（大島康弘君） はい。

〇委員長（小島信一君） よろしいですか。堀江委員。

〇委員（堀江健一君） それともう１つ。あと、これ今さっき供用開始は平成５年だと言いましたよね。

今この農業集落排水は筑西市さん幾つあるのですか。

〇委員長（小島信一君） 大島課長。

〇農業集落排水課長（大島康弘君） お答えいたします。

現在筑西市は、26地区の施設がございます。

〇委員長（小島信一君） よろしいでしょうか。

〇委員（堀江健一君） それで、26地区だとすると、これ26地区だんだん古くなってくると、全部これだ

んだん毎年毎年やるような形になってしまうのですか。

〇委員長（小島信一君） 大島課長。

〇農業集落排水課長（大島康弘君） お答えいたします。

現在、木戸地区のほうで機能強化事業を行っておりますが、これから随時古い処理場を、故障の多い、

損傷している処理施設を優先順位として徐々に行っていく考えでございます。

〇委員長（小島信一君） 稲見部長。

〇上下水道部長（稲見博之君） 補足をさせていただきます。

先ほど26の施設がございますということでありますが、だんだん古くなってまいります。20年を経過す

るものがたくさん出てまいります。今回、機能強化の交付金を活用したのは、20年以上経過をして、なお

かつ機能診断、こういったものをやって、これは改修しなければならないということになりますと事業採

択をされるわけでございます。20年を経過した施設につきまして、施設の傷みぐあいなどを考慮しながら、

これからまずはその機能診断を実施いたしまして、県、国に事業採択の要望をしてまいりたいというふう

なことで考えております。

〇委員長（小島信一君） 説明ありがとうございます。よろしいでしょうか。

〇委員（堀江健一君） いいです。

〇委員長（小島信一君） そのほかございますか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

〇委員長（小島信一君） それでは、質疑を終結いたします。

これより議案第113号の採決をいたします。

議案第113号「工事請負契約の締結について」、賛成者の挙手を願います。

〔賛 成 者 挙 手〕

〇委員長（小島信一君） 挙手全員。よって、本案は可決されました。

以上で経済土木委員会に付託されました議案の審査を終了します。

執行部は退席願います。ご苦労さまでした。

〔執 行 部 退 席〕

〇委員長（小島信一君） それでは、以上をもちまして、経済土木委員会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

閉 会 午前１１時 １分


