
◯議 長（本間まさよ君）  では次に、公共サービスの民間開放による市場の拡大と市内事業者の育成等について、

６番竹内まさおり議員。 

             （６ 番 竹内まさおり君 登壇）（拍手） 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  むさしの志民会議代表の竹内まさおりです。市長におかれましては８人目の答弁という

ことで、大変お疲れだとは思いますが、よろしく御答弁、お願いいたします。今回の件名は、公共サービスの民間開放

による市場の拡大と市内事業者の育成等についてです。 

 経済の悪化は地方だけの話ではなく、東京のほぼ中心に位置するここ武蔵野市においても例外ではありません。

「統計でみる武蔵野市」に掲載がありますように、直近平成 26年の東京都分の経済センサスによれば、医療や福祉

など経済成長率となかなか結びつきづらい分野の事業者数は増加しておりますが、市内事業所数全体では 7,995

と、５年間で 130 も減少しており、業種によっては４割減となっております。また、市内で働かれる従業員数において

も、90.3千人から 87.9千人と、2.4千人の減少となっております。たとえ市内人口は転入者により微増傾向とは

いえ、地元産業は縮小化しており、実効性のある対策が必要です。 

 平成 11年に、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるＰＦＩ法が制定されて

以来、公共サービスのＰＦＩによる圧倒的なコストダウン、民間委託化が実現できることが証明されてきました。しかし、

ＰＦＩという手法は、基本的に施設を新たにつくる、ないしは大規模な更新を伴う際の事業に適用するものであります。

そこで平成 18年には、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律、いわゆる公共サービス改革法が制定

され、既存施設の運営、維持管理等においても、官民競争入札によるさらなる行政改革が推進できるよう法整備が行

われました。しかし、公共市場の民間開放は依然道半ばであり、さらなる開放によって行政の効率化を図るとともに、

市場の拡大、市内事業者の育成に努めていくことが重要だと考えます。そこで、以下質問いたします。 

 １、公共分野の民間開放による市場の拡大等について。 

 Ａ、政府は 25の窓口業務に関し、市場化テストを推進しております。第五次武蔵野市行財政改革を推進するため

の基本方針及び武蔵野市行財政改革アクションプランでは、直近の窓口業務の外部化として、児童手当並びに乳幼

児及び義務教育就学児医療費助成の窓口業務とありますが、今後の庁内業務における民間活用等の外部化と、嘱

託職員や臨時職員等の活用方針をお伺いいたします。 

 Ｂ、三鷹市では平成 25年に、本市の市政センターに当たる市政窓口の民間委託化が完了いたしました。本市での

市政センターの外部化も可能、必要だと考えますが、見解をお伺いいたします。 

 Ｃ、武蔵野ふるさと歴史館の運営に関しても外部化が必要だと考えます。平成 26年度中に開設した比較的新しい

施設ではありますが、今後の方向性についてお伺いいたします。 

 Ｄ、児童館の運営に関しても外部化が必要だと考えます。今後子育て支援機能の充実を図りながら、市民の力を生

かした運営を行っていくとの方向性が示されておりますが、外部化のスケジュールについてお伺いいたします。 

 Ｅ、市民会館の運営に関しても外部化が必要だと考えます。多くの自治体では、ふさわしい管理者を見つけて、指定

管理制度を導入しておりますが、本市の今後の方向、方針についてお伺いいたします。また、グーグルマップの口コミ

にて、当該施設窓口に対する辛辣な御意見が寄せられておりますが、あわせて対応をお伺いいたします。 

 Ｆ、残り４つの市立保育園の運営に関しても外部化が必要だと考えます。新規正職員の採用を抑制しているとのこと

ですが、外部化のスケジュールについてお伺いいたします。 
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 Ｇ、消費生活センターの運営に関しても外部化が必要だと考えます。指定管理者制度導入について、市の方針をお

伺いいたします。 

 Ｈ、本市の指定管理者制度の基本方針には、法令等の規定により管理主体が市に限定されている施設は市直営と

するとあります。しかし、公共サービス改革法によれば、競争の導入による公共サービスの改革に関する措置を講じ

ようとする地方公共団体は、国に対して法整備を求めることが要請されております。個別法で管理者が規定されてい

るものに関しては国に対して改善を求めていく必要があると考えますが、見解をお伺いいたします。 

 Ｉ、武蔵境のＰＰＰ事業について、総務委員会では親子カフェとの説明がありましたが、当初の説明とは異なっている

と言わざるを得ない実態があります。このような認識の違いが生じてしまった原因と、今後の対応策についてお伺いい

たします。 

 ２、市内事業者の育成等について。 

 Ａ、ことし３月に、市の入札方法に関して不適切な事案があったとの公益通報が寄せられました。市長への手紙制度

における意見はどのように共有されているのでしょうか。市長個人へのホットラインではなく、他の職員も閲覧できるよ

うメール等にて共有されているのか、取り扱い状況についてお伺いいたします。 

 Ｂ、悪い情報ほど見える化を図り、改善していかなければなりません。庁内報にて市長への手紙に寄せられる批判

的意見への懸念が示されておりますが、新市長就任以来寄せられた市長に対する批判的意見と、市政に対する批判

的意見をお伺いいたします。 

 Ｃ、職住の分離が進んでしまった現在、地元事業者、ひいては自営業者の育成が地域力の向上につながると考えま

す。市長の見解と市内事業者の育成方針について、お伺いいたします。 

 Ｄ、過去３年間における競争入札によって契約した工事、業務委託、物品調達、それぞれの契約金総額と、それらに

対する市外事業者の受注金額をお伺いいたします。過去３年間における特命随意契約によって契約した工事、業務

委託、物品調達、それぞれの契約金総額と、それらに対する市外事業者と財援団体の受注金額をお伺いいたしま

す。 

 Ｆ、入札参加登録事業者に占める市外事業者の割合と、指名割合をお伺いいたします。 

 Ｇ、中小企業庁は、地域の新規中小企業者の受注機会の増大に努めるものとするとの方針を出しております。本市

の入札において、工事、役務、物品における官公庁での受注実績を求めていない入札案件の割合をお伺いいたしま

す。 

 Ｈ、指名競争入札にて荒川区の企業が武蔵野市自殺対策計画（仮称）策定支援業務を落札しました。他の自治体も

本市と同様に入札を実施しておりますが、単に入札にかけるのではなく、例えば市内の大学等教育機関と連携した

り、または政策プランコンテスト等の実施により広くアイデアを募るなど、地域を巻き込んだ方法にて作成をしたほうが

計画の実効性も高いのではと考えます。市外事業者に策定支援を外注する判断基準について、お伺いいたします。 

 Ｉ、現在、敬老福祉事業の友愛訪問にて贈呈するお菓子、およそ 1,200万円分は、小田急百貨店より随意契約に

て購入しております。以前、個数が多いため大手から購入しているといった答弁がありましたが、市内事業者にヒアリ

ングしたところ、ぜひとも市内事業者を活用してほしいとのことでした。国では官公需適格組合制度を積極的に活用し

ており、本市においても発注を工夫することで市内事業者の受注機会を確保することも可能だと考えますが、見解を

お伺いいたします。 

 Ｊ、最低価格未満で入札する事業者もおりますが、本市の低入札価格調査の実施状況についてお伺いいたします。 

 Ｋ、現在募集中の第四中学校格技場天井改修工事に関して、予定価格が事前公表されております。また、入札後に

もかかわらず予定価格を公表していない案件もありますが、予定価格の公表基準についてお伺いいたします。 



 Ｌ、直近では、消防団第４分団詰所改修工事の入札が不調となる案件がありました。このような入札不調の要因は

どのように分析されているのか、お伺いいたします。 

 Ｍ、発注者側の業務の内容に対する基本的な理解が不足していることが原因となって、仕様書に示されるべき事項

が未記載または曖昧であるため、受注するリスクがあるとの指摘があります。仕様書に記載のない業務を求めること

は、受注者側の予算超過にもつながり、当初の想定と異なる業務が発生した場合には契約金額の変更も必要だと考

えます。現状認識と改善策について、見解をお伺いいたします。 

 Ｎ、政府は、施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行を要請する官房長通達を出しております。例えば繰

越明許費を活用し、15 カ月間の事業予算を編成する自治体もあります。また印刷業務等の発注においても、年度末

の集中を避けるようにする事例もあります。ごみ収集の平準化は検討しているとのことですが、本市における施工時

期や発注業務の平準化に対する取り組み状況について、お伺いいたします。 

 Ｏ、民間企業との契約に比べ、官公庁は提出書類が多く、例えば指名競争入札にて指名された場合の辞退におい

ても、辞退届の提出が必要で、事務処理負担が多いといった指摘があります。事業者の事務作業量を削減する本市

独自の取り組みがあれば、お伺いいたします。 

 Ｐ、官公需契約の手引では、中小企業、小規模事業者の幅広い競争契約への参加を促すために、発注情報や落札

結果等に関する積極的な情報の提供が要請されております。本市のホームページには水道部の入札結果の掲載は

ありますが、その他の情報は東京電子自治体共同運営電子調達となっております。しかし、東京電子自治体共同運

営電子調達のサイトは使用しづらいため、よりわかりやすい有料の民間サイトが参入している状況です。さらなる入札

参加者獲得のためにも、本市のホームページ等にて情報提供の工夫が必要だと考えますが、見解をお伺いいたしま

す。 

 Ｑ、中小企業庁は、地域の建設業者、専門工事業者等の中小建設業者を活用することにより円滑かつ効率的な施

工が期待できる工事については、極力分離・分割して発注を行うよう努めるものとする、これにより中小建設業者の受

注機会の増大に努めるものとするとの方針を出しております。本市においても、例えば市民文化会館の改修工事な

ど、大型工事では分割発注を行っておりますが、御殿山コミセンのエレベーター設置工事と屋上防水工事などは一式

の工事案件としております。また、企画・デザインを含めて印刷業者へ委託している案件のうち分離発注が可能なも

のについては、分離発注により地域内業者への発注に努めることも可能だと考えますが、本市における分離・分割発

注の判断基準についてお伺いいたします。 

 Ｒ、分割発注の前提として、コスト削減を図る視点から、適切な発注ロットの設定も求められております。ある程度の

ロットを確保することによって発注金額も大きくなり、その結果、入札参加者をふやせるとのことです。入札制度や発注

方法等を検討する委員会を設置したり、ガイドラインを設けている自治体もありますが、本市でのロット数に関する判

断基準はどのようになっているのか、お伺いいたします。 

 Ｓ、落札金額だけの判断ではなく、政策誘導につながる官公需対応も重要だと考えます。本市では優先指名ができ

る事業者の基準として、災害協定締結事業者や環境配慮事業者等を設けておりますが、国や他の自治体では、それ

らに加え障害者や非行者支援、女性の積極的雇用に取り組む中小企業、小規模事業者の受注機会拡大措置を講じ

ております。本市においても政策誘導につながるさらなる優先指名基準を設けることができると考えますが、見解をお

伺いいたします。 

 Ｔ、優先指名基準だけではなく、地域要件や社会性要件に対して、価格面での優遇措置も考えられます。例えば、社

会福祉法人武蔵野のワークセンターけやきが僅差にて落選し、市外事業者が印刷業務を受注した事例があります。

例えばアメリカでは、落札金額の５％以内の差であれば地元事業者を優先するといった取り組みがあります。長期的



なトータルコストで考えれば地域要件や社会性要件も入札価格に加味することは必要だと考えますが、見解をお伺い

いたします。 

 ３、環境啓発について。 

 Ａ、他の自治体の環境啓発施設では、人を呼び込むために有料ごみ袋等を特典として配布するなど、さらなる予算

をかけて集客を行っている事例があります。一方、ＰＰＰにより、事業者が自治体に賃料を支払いながら運営している

事例もあります。ことし３月に、武蔵野市公民連携（ＰＰＰ）に関する基本的な考えかた及び運用ガイドラインが策定さ

れました。クリーンセンターの旧事務所棟前には芝生広場や、利用者の多いテニスコートもありますので、公園ＰＦＩ等

を参考に、ＰＰＰによる施設整備も可能だと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 Ｂ、再利用可能な粗大ごみのリユースに関して、シルバー人材センターのリサイクルセンターでは回収し切れていな

い現状があります。まだ使用可能な粗大ごみをリサイクル事業者に回収、もしくは買い取りをしてもらっている自治体

の事例が複数ありますが、本市での実施について、見解をお伺いいたします。 

 Ｃ、現在、環境部では、エコボというリサイクル掲示板の運用をしております。渋谷区では、区の広報紙に、差し上げ

ます、譲ってくださいという不要品情報コーナーを設けてあります。本市においても市報の活用を図れば、さらなるリサ

イクルが促進できると考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 以上、壇上での質問を終わります。よろしく御答弁のほど、お願いいたします。 

 

 

 

◯市 長（松下玲子君）  竹内まさおり議員の一般質問に、順にお答えをしてまいります。 

 まず、１のＡについてです。市の窓口業務については、臨時・非常勤職員ガイドラインに基づき、常勤一般職が担う

べき業務なのか、嘱託職員や臨時職員の活用が想定される業務なのか、切り分けを行っています。その結果、現在

は多くの窓口業務を嘱託職員が行っております。さらに窓口業務を外部委託化するに当たっては、市の指揮命令下に

おいて実施することができないため、さまざまな判断を必要とするものや、業務の種類が複雑なものは困難です。外

部化に適しているものは、定型的で業務の種類が少なく、取り扱い件数の多い分野の窓口業務であり、本市行財政

改革アクションプランに位置づけのある児童手当等の窓口業務、電話交換業務の委託化などについては既に実施し

ています。今後も窓口等の庁内業務について効率的・効果的なサービスを提供できるよう、業務の内容を精査すると

ともに、偽装請負やマイナンバーの取り扱いなど、窓口の外部化において注意が必要な点に十分配慮しながら検討を

行っていきたいと思います。 

 次に、Ｂについてです。第６次職員定数適正化計画に市政センターの職員定数の減員が盛り込まれ、平成 25から

26年度にかけて、業務の外部委託化について検討を進めてまいりました。検討を進める中で業務を細かく分析した

結果、戸籍法、労働者派遣法等の関係法令を遵守し、なおかつ他自治体と比較して広範囲に及ぶ市政センター業務

を安定して実施するためには、必要とする委託職員数が当初より増加し、一方で職員の減員については、目標として

いた人員は難しく、コスト削減には至らないとの結論に達したので、外部委託化については当分の間見送ることとした

という経緯があります。外部委託化については、これまでの検討の経緯も踏まえ、他市の情報を注視してまいります。 

 次に、Ｃについてです。武蔵野ふるさと歴史館は開館以来、学芸員等は嘱託職員を採用しており、コストを抑えた館

運営を行ってまいりました。指定管理を導入した──ごめんなさい。こちらは私ではない。Ｃは後ほど教育長からお答え

をいたします。 

 Ｄについてです。武蔵野市第五期長期計画・調整計画では、桜堤地区では乳幼児・児童の増加に伴う子育て家庭へ
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の支援事業の必要性、保育所待機児童の増加、小学生の放課後の居場所などの課題が生じており、多様なニーズ

に的確に対応していくことが求められます。桜堤児童館は、地域が求める課題解決に向け、市民の意見を聞きながら

子育て支援機能の充実を図り、子育て支援団体など市民の力を生かした運営を行っていくとされています。指定管理

者委託、事業の一部委託化といった児童館の運営や今後の役割等については、これから策定していく第五次子ども

プラン武蔵野、武蔵野市第六期長期計画でなされる議論の中で考えていくべきものと思っております。 

 次に、Ｅも教育長から後ほどお答えをいたします。 

 Ｆについてです。公立保育園の外部化については現在何も決まっておりませんので、スケジュール等、説明すること

はできません。公立保育園は、平成 21年に設置した公立保育園の役割及び認可保育園の運営形態を考える委員

会において、運営主体は市職員の派遣や現在の非常勤職員を正規職員として雇用することが可能な武蔵野市子ども

協会に変更することを前提に行うこととなり、平成 23年に２園、25年に３園を同協会に移管してきたところです。ま

た、平成 27年度には新武蔵野方式による公立保育園移管検証を行い、移管開始後５年が経過した時点において、

費用面での効果や質の高い保育が継承されていることが確認されています。今後も子ども協会への移管の検証を節

目ごとに行っていくとともに、引き続き移管の効果を研究し、公立保育園の果たす役割について検討をしてまいりま

す。 

 次に、Ｇです。消費生活センターは、消費者安全法第 10条の規定に基づき、地方自治体に設置が義務づけられて

おります。消費生活に関する相談窓口で、商品やサービスなど消費生活全般の問題や苦情、問い合わせなどを受け

付けて公正に対処し、消費者保護の立場から問題の解決を支援する行政機関です。条件を満たし、消費者である市

民の安全・安心を確保するために、委託や指定管理者制度の導入には慎重な判断が必要とされ、本市消費生活セン

ターが行っている業務の質や水準、市民がセンターに持つ信用や信頼の保持、特に個人情報の管理、高度化・巧妙

化する消費者被害の実態等を総合的、多角的に考慮すると、単に民間開放を目的とした外部化にはなじまないと考

えております。 

 Ｈです。個別の法令で管理主体が市に限定されている施設については、当該法令の趣旨を踏まえた上で、それでも

なお時代やニーズの変化によって積極的に指定管理者制度を導入する必要があると判断した場合には、国に対して

環境整備を求めていくことも検討していきたいと思います。 

 Ｉです。２月 13日に、１階の駅に近い場所にカフェがオープンいたしました。このカフェは、施設全体のコンセプト、子

育て世代を中心に老若男女が集い憩う、コト消費を中心としたテナント施設に基づき運営されているものと認識をして

おります。店が実施したアンケートでも、段差がなくベビーカーが入りやすいといった声も上がっていると聞いておりま

す。ベビーカーでの入店に配慮、おむつがえシートの設置、離乳食の持ち込み可など、当初の説明どおりの親子カフ

ェと認識をしております。今後も利用者の意見に耳を傾け、より地域の皆様に愛されるよう営業努力をしていくものと

考えております。 

 次に、大項目２のＡについてです。市民からの御意見や御要望をお寄せいただくための制度として、市長への手紙

を設けております。この手紙は市民活動推進課にて受け付け後、その内容に応じて所管課にも回送され、市長までの

決裁で処理がなされます。回答が必要と要望のあった方には、市長名で回答を行います。意見、要望等の共有につ

いては、市長への手紙をいただいた時点で、１通で複数の部署にまたがる場合は、該当する各所管課の名称とともに

回送されますので、意見や要望について関係課内の共有化は図られております。他の職員も閲覧できるような共有に

ついては、全庁的にも主管者会議での報告や事務報告などによって、内容・種別の件数程度の情報を共有しておりま

す。市民からの御意見や御要望は個人情報が含まれるものも多数あるため、関係課以外の職員が閲覧するようなこ

とは考えてはおりません。 



 Ｂについてです。平成 30年５月９日の庁内報むさしのについては、批判的な意見を懸念しているのではなく、市長

への手紙の 29年度の総件数 347通と、特に多かった意見として、職員の対応についてが 23件、保育園関係 19

件の内容を挙げております。頂戴した御意見が批判的意見であるとの判断は、手紙を出した本人と受け取り側によっ

て異なると認識をしております。市長への手紙は市政への御意見や御要望をお寄せいただくためのものであり、厳し

い御意見も貴重な気づきと御指摘の一つと認識し、真摯に受けとめて対応しております。 

 次に、Ｃについてです。第五期長期計画・調整計画において、３の文化・市民生活分野の施策として中小企業への

支援、セーフティネットの充実を位置づけ、必要な支援を実施しております。平成 28年７月１日に施行した武蔵野市

産業振興条例は、産業の発展が地域の活性化に寄与するものであることを目的に掲げ、中小企業の経営改善に対

する支援等を市の責務としています。武蔵野市産業振興計画は、地域生活を支え合う産業振興の項で、魅力ある個

店づくりとして、個店を顕彰し、広くＰＲを行ったり、アドバイザー派遣事業を行っております。また雇用・労働環境の充

実として、事業者や事業所のワーク・ライフ・バランスの取り組みへの啓発を行っております。具体的な育成支援とし

て、新・元気を出せ商店街事業費補助金では、商店会の自主的イベント等に補助し、商店会活動を支援することによ

り、会員である事業者を育成します。企画提案型商業活性化事業では、商店会組織力強化のため企画提案をする商

店会への支援を通し、事業者を育成します。起業・創業支援では、むさしの創業サポートネットを組織し、創業支援機

関が連携して創業者及び創業希望者を支援し、育成します。経営相談の強化では、経営指導、相談、支援及び制度

融資等の活用により効果的な経営支援を実現し、事業者を育成します。これらのことを通じ、市内事業者の育成につ

いては継続的に取り組んでまいります。 

 次に、Ｄについてです。平成 26年度から 28年度までの３年間の実績をお答えします。金額につきましては 100万

円単位で四捨五入したものとさせていただきます。平成 28年度、建設工事の契約総額は 35億 2,400万円、市外

事業者受注金額は 19億 2,400万円です。設計・測量委託は総額 55億 5,500万円、市外 34億 9,700万円で

す。物品、印刷製本、修繕、物品購入、備品購入は、総額３億 3,500万円、市外２億 2,900万円です。平成 27年

度、建設の契約総額は 27億 7,900万円、市外事業者受注金額は 10億 6,300万円です。委託は総額 58億

2,600万円、市外 37億 400万円です。物品は総額２億 6,700万円、市外１億 6,800万円です。平成 26年度、

建設の契約総額は 20億 9,800万円、市外事業者受注金額は３億 400万円、委託は総額 66億 8,900万円、市

外 45億 8,800万円、物品は総額２億 4,800万円、市外１億 6,600万円です。工事の金額のうち、28年度は武

蔵野クリーンセンター工場棟解体工事、平成 27年度は武蔵野市民文化会館関連工事、他３工事はＪＶのため除外

のため、これは多額となっております。 

 次に、Ｅです。平成 26から 28年度までの３年間の実績、こちらも 100万円単位でお答えをいたします。平成 28

年度建設の総額は 15億 9,500万円、市外 13億 4,400万円。委託総額 47億 3,700万円、市外 32億 1,200

万円、うち財援団体は 11億 5,600万円。物品総額 6,100万円、市外 4,700万円。27年度建設総額５億円、市

外は３億 900万円、委託は総額 58億 2,700万円、市外 39億 9,000万円、うち財援団体は 10億 7,800万

円。物品総額 6,600万円、市外 3,800万円。26年度、建設総額６億 9,900万円、市外４億 4,400万円、委託

総額 69億 9,500万円、市外 50億 2,900万円、うち財援団体 10億 8,400万円。物品総額 4,500万円、市外

4,200万円です。プロポーザル方式により優先交渉権者を決定後、特命随意契約を締結したものも含みます。28年

度の工事の特命随意契約の金額が多いのは、武蔵野クリーンセンター工場棟解体工事が、プロポーザル方式による

優先交渉権者選定後に特命随意契約を締結したことによるためです。 

 Ｆです。入札参加登録事業者の市外事業者の割合は、物品で 98.7％、工事で 98.4％です。指名割合について

は、物品の市外割合は 64.3％、工事で 21.4％です。 



 Ｇ、仕様書等において過去の実績を要件とするものと要件としないものがあり、１件ずつ内容を確認しないと不明な

ため、割合については把握しておりません。ただし、3,000万円以上の工事の入札では、過去７年間における同種の

工事実績を参考要件としています。入札手続において業者を指名する際は、品質の確保、契約の適正履行のため、

これまでの実績を重視して指名をしております。 

 Ｈです。市外事業者に策定支援を外注する判断基準については、計画の策定支援委託等においては委託内容に応

じ、指名競争入札もしくはプロポーザル方式による事業者からの企画提案により業者を選定しています。市外事業者

を指名する基準は特に定めてはいませんが、計画策定支援としてコンサルティングを行う事業者が市内には少ないこ

とから、受注は市外業者が多くなっております。 

 次に、Ｉです。敬老記念事業の友愛訪問は、毎年９月の敬老の日に合わせて、武蔵野市赤十字奉仕団との共催で、

75歳以上の高齢者を訪問し、記念品と敬老福祉の集いの案内を渡しております。市内の 75歳以上の高齢者人口

の増加に対応するため、今年度から 76歳以上の高齢者を対象としますが、該当者数は１万 6,000人弱になると想

定しています。記念品は毎年、金額や商品の大きさなどの諸条件を提示して、複数の事業者に商品見本を提示して

いただき、赤十字奉仕団の役員の方を交えて、高齢者の方に喜んでいただけそうな記念品を選考しています。市内事

業者による調達が可能であれば、市内事業者への配慮という点からも選考の候補としたいと思いますが、限られた期

間で同一の品物を準備し、市内 100 カ所近くの配送ポイントに指定された日時に配送する必要があり、提供可能な

事業者が限られている状況にございます。今後も高齢者の希望や赤十字奉仕団員の皆様の意向も踏まえて記念品

を選考していきたいと思います。 

 続きまして、Ｊについてです。ダンピング受注を防止するため、各自治体では最低制限価格制度または低入札価格

調査制度などの必要な措置を講じています。本市では現在、低入札価格調査制度は採用せず、最低制限価格制度

を採用しています。3,000万円以上の工事において、予定価格の 70から 90％の範囲において設定し、適切な運用

を行っております。 

 Ｋです。予定価格について、工事は原則、事後公表としていますが、学校の夏休み期間中の工事など、工期が限ら

れているものについては、不調防止や児童生徒の安全配慮により事前公表としています。工事以外の物品、委託等

については、同種の入札時に予定価格が容易に推測されてしまい、競争性が損なわれるおそれがあることから、非公

表としています。 

 Ｌについてです。今後工事発注を予定しているため詳細には申し上げられないのですが、主な要因としては、建設業

界全体における建設資材の高騰、労務単価の上昇などの物価上昇、工場敷地が狭小であり、既存解体や地下防火

水槽の設置など作業の困難性、安全確保による割り増しの積算、敷地外における現場事務所の確保、建てかえ期間

中の仮設詰所の仕様など、多くの不確定要素が見積もり価格に影響したのではないかと推測をいたします。 

 Ｍです。契約の履行は、取り交わした契約書に基づいて行われるべきものです。したがって、当初の想定と異なる業

務が発生した場合には契約変更を行い、適正に契約の履行をしているものと認識しています。なお、入札時には質問

期間を設け、仕様書等について不明な点があれば、明らかにした上で入札等を行っております。 

 Ｎです。道路課についてです。道路工事においては、道路管理者が行う道路調整会議において前年度から企業者と

の調整を行い、年間の工事ボリュームを把握し、スケジュールを立てています。通常、新年度当初の工事は、契約事

務期間の関係で４月から数カ月おくれでの着工となってしまいます。このタイムラグをなくすために毎年度、数路線に

ついては、債務負担行為であるゼロ市債制度を活用し、年度内に業者との契約まで済ませ、新年度になって早期に

工事着手できるようにしています。今後も路線の地域特性やバランス、及び交通状況等に配慮し、年間を通した工事

発注の平準化に努めていきたいと思います。 



 下水道課です。下水道課では、主に道路改修に合わせた人孔口環等の改修工事が件数が多く、道路課の発注時

期に連動することが多いのですが、全体的に平準化して発注を行うことができており、特に業者の手のすく第１四半期

にも発注できるよう、前年度から設計を行うなどに努めております。 

 管財課です。印刷業務等の発注は年度末の集中を避けるようにしており、発注手続に締め切りを設けるなど、発注

の平準化を図っています。建築工事においては学校施設の整備が多く、施工時期が夏休み期間に限定されることも

あり、発注時期が集中してしまうことがありますが、早期の設計準備、工事発注により、受注工事の準備期間の確保

などに努めております。 

 Ｏです。入札時及び契約締結後の提出書類は、法令に定める事項の確認や事業者の信頼性の把握、契約の適正

履行の確保などのために必要なものと考えております。こうしたことから提出書類は多い状況ではありますが、少しで

も軽減できるよう改善に努めてまいります。 

 Ｐです。東京電子自治体共同運営電子調達システムが使いにくいといった御意見はいただいてはおりませんが、修

正すべき項目があれば、システムの更新の際などに本市の意見として共同運営協議会に伝えていきたいと考えてお

ります。工事の年間発注予定表については、市のホームページに掲載しております。また入札結果については、東京

電子自治体共同運営電子調達サイト以外にも、管財課窓口においても閲覧可能となっております。 

 Ｑについてです。武蔵野市における一般的な工事における発注は、中小建設業者への発注機会にも配慮して、分

離発注を原則としています。ただし、付帯工事の規模、工期、工事場所の制約等で一括発注としたほうが合理的な場

合は、一括発注とする場合があります。なお、御指摘の御殿山コミセンエレベーター設置工事及び屋上防水工事の場

合は、駐車場、資材置き場などの仮設エリアが狭小で、複数業者の乗り入れができないこと、工事エリアが狭く、分離

することにより現場の混乱が明らかで、工事管理に支障が見込まれることの理由から一括発注としております。 

 Ｒです。御質問にあった分割発注ですが、１つの企業で施工できる工事をあえて分割する分割発注は、本市では行

っておりません。一括発注せずに各工事を専門工事会社にそれぞれ発注し、コストダウンと専門業者の育成を図る分

離発注を取り入れております。発注ロット、すなわち同種の工事を束ね一括発注することを提案されておりますが、こ

の方式のメリットは、コストダウンが期待できることが挙げられます。しかしデメリットもあり、受注者が複数から１社に

絞られてしまうことになります。これは中小企業の受注機会の増大を図る面から相入れないものであり、地元企業の

育成にもつながらないと考えております。 

 Ｓです。武蔵野市工事請負指名競争入札参加者指名基準において、優先指名ができる地域貢献事業者として災害

協定締結事業者と環境配慮事業者を規定しています。これらは該当要件が明確でありますが、障害者や非行支援、

女性の積極的雇用については実態の把握や要件基準をどうするのかといった課題があり、他市の事例を参考に研究

をしたいと考えます。 

 Ｔについてです。地方自治法第 234条第３項には、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高または最

低の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とするものとするという規定が定められており、価格による競争を

原則としています。過度な市内業者の優遇については違法であるとの判例もあることから、慎重に対応する必要があ

ると考えます。 

 次に、大きな３項目め、環境啓発についてのＡに関してです。武蔵野クリーンセンターは、旧施設を建設した際に、敷

地全体をごみ焼却場、粗大ごみ処理場として都市計画決定しており、敷地内に目的外の建物を整備することはできま

せん。ごみを初め、広く環境について啓発を行う環境啓発施設は、ごみ処理に関係のある施設としてクリーンセンター

の付帯施設と位置づけられています。ＰＰＰは施設整備だけでなく、管理運営までを一括契約して行いますが、クリー

ンセンターの付帯施設として事業を展開するには、営利を目的とした収益事業を行うことができないなど一定の制限



があり、当該施設にＰＰＰはなじまないものと考えます。また運営形態に関しては、現在、エコプラザ（仮称）検討市民

会議で検討を進めているところですので、今後、検討状況などを踏まえて市としての方針を定めてまいります。 

 Ｂについてです。粗大ごみのリサイクルについては、市民から申し出があったもので再使用が可能なものについて、

シルバー人材センターで行っております。シルバー人材センターの施設、人員体制において可能な範囲で行われるも

のであり、一方、行政収集で回収された粗大ごみはクリーンセンターで破砕され、焼却されております。行政収集で回

収された粗大ごみの中から使用可能なものを売却するためには、回収された粗大ごみを一時保管するストックヤード

が必要となります。クリーンセンターでは年間約 1,100 トンの粗大ごみが搬入され、再使用が可能な粗大ごみを売却

するには、それらを保管するスペースの確保と、選別、保管、整理作業が必要ですが、それらを行うことが難しいた

め、回収された粗大ごみの事業者への売却や、クリーンセンターでの粗大ごみのリユースは行っておりません。その

ため、再使用が可能な粗大ごみのリサイクルについては、シルバー人材センターの取り組みや、むさしのエコボ等に

ついて、リユースの取り組みとして行っていることを引き続き周知していきたいと考えます。 

 Ｃについてです。リサイクル掲示板でもあるむさしのエコボは、市民の皆様から譲りたいもの、譲ってほしいものの情

報を掲示し、市内における生活用品のリユースを推進しています。平成 24年３月１日より事業が開始され、市内 12

カ所で掲示しています。この掲載情報については、市民から寄せられた情報を各月の１日と 15日にホームページや

掲示板等にて公開し、譲りたい人と譲ってほしい人の間で成約した場合は、速やかに情報を修正しています。市報で

それらの情報を公開した場合、成約した場合の情報の逐次の修正が不可能です。そのため、市報のごみ特集の際

や、ごみ便利帳において、むさしのエコボの周知を行う中で事業を行っていきたいと考えます。 

 以上です。 

 

 

 

◯教育長（竹内道則君）  私からは、１のＣとＥについて、お答えいたします。 

 まず、武蔵野ふるさと歴史館は開館以来、学芸員等は嘱託職員を採用しており、コストを抑えた館運営を行ってまい

りました。指定管理を導入した場合と同程度の経費で運営されていると考えております。また歴史館の業務は、歴史

館の管理運営に加え、文化財保護事務を行っております。管理運営の業務は、指定管理は場合によっては可能と考

えますが、文化財保護事務は、文化財保護法などで行政が主体として行うことを前提としていること、また許認可事務

等を伴うことから、現時点では指定管理にはなじまないものと考えております。 

 次に、市民会館についてでございますが、市民会館を市と市民がともに学ぶ施設としたいという多くの声も踏まえ、

市の直営としているところでございますが、運営方法については、より効果的な方法を今後についても研究していく必

要はあると考えております。職員の対応については、市民会館運営委員会や利用者懇談会等において利用者の声を

適宜頂戴しており、今後も意見交換や研修等を継続実施して、適切な対応を心がけるよう努力してまいります。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  御答弁ありがとうございます。では、再質問させていただきます。 

 まず、市の施設の外部化ですけれども、例えばＢで、武蔵野市の中央市政センター、こちらは今現在、平日８時半か

ら５時、そして夜間窓口は週３で、月、水、金が８時まで。休日窓口が第２、第４日曜日の９時─４時となっていますが、

今回例に挙げさせていただきました三鷹市では、こちらの駅前の市政窓口は、平日は８時半から夜の７時半、そして
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休日窓口は、毎週土曜日もやっていまして、また第２、第３、第４の３回の日曜日、月に３回、日曜日もやっておりまし

て、こちらの時間が午前９時から午後５時までとなっています。つまり１週間に 14時間ほど、開所時間が長いので

す。民営化によって運営費も抑えられた。三鷹市の議員さんを通じて、あちらの担当者にヒアリングさせていただいた

のですけれども、４つ市政窓口がありまして、全体でおよそ 500万円ほど抑えられたといったお話でした。 

 先ほど市長は、他の自治体の状況も検討しながらといった答弁がありましたが、隣の三鷹市は民間委託化していま

すが、ではそちらはどのような評価をされているのでしょうか。特に問題なければ武蔵野市も同じように取り組めるの

ではと思うのですけれども、その点について御答弁をお願いいたします。 

 次に、児童館や、あと市民会館の指定管理者制度です。結構、多摩地域でも、非常に多くの自治体が指定管理を導

入しております。児童館では、この近くでは国分寺市、小平市、東久留米市、福生市、狛江市などで、市民会館も東大

和市や福生市などがやっております。特に問題が生じていないのであれば、やはり大いに参考にできるのかなと思い

ます。そして消費生活センターも、横浜市を初め、あと新宿区もやっております。直営でなくても問題が生じずにやって

いる事例というのがありますので、やはりどうやったら行政の効率化が図れるのだろうかと、そういった前向きな方針

が必要だと思うのですけれども。例えば、特に市立の保育園などは、全く方向性が決まっていないといった答弁があり

ました。指定管理者制度や外部化が進んでいる実態を、前向きに検討できるのかなと私は思うのですけれども、その

ような姿勢というのは──方向性というのですかね──というのはないのでしょうか。そちらをお伺いいたします。 

 続いて、武蔵境のＰＰＰです。親子カフェ、当初の事業者の提案どおりの内容だと認識しているといった答弁がありま

したが、市長もお子さんがいらっしゃると思うのですけれども、やはり本当に子連れの人が中心に利用するお店の実

態かどうかというのは、実際に利用すればわかると思うのです。先ほど、簡易宿所は現地に行かれていないとおっし

ゃっておりましたが、もしかして、このカフェというのは利用されたことはありますか。そちらをお伺いいたします。本当

にこの実態、親子カフェと言えるものなのかというのは、認識をお伺いしたいと思います。 

 続いて自殺対策の計画策定なのですけれども、厚生労働省から計画策定の手引というのも出されておりまして、こ

ちらに書いてあるのですよ。広く住民の参加を募る、地域ネットワークの参加を得る、これは自分たちがかかわってつ

くった計画だ、そういう当事者意識を持つ人の輪を広げていくことを通じて、地域の自殺対策の担い手をふやしていく

ことが重要ですと。コンサル業務、市内事業者は請け負えないのではないかといった答弁があったと思うのですけれ

ども、やはりこの手引を見る感じでは、どのような項目を織り込めとありますけれども、これは十分武蔵野市内で策定

できるものだと思うのです。武蔵野市、武蔵野方式といって、いろいろな住民参加者を募っておりますが、こういった計

画の策定に関しても、自給率の向上ではないですけれども、そのような視点というのを持ってほしいと思うのですけれ

ども、市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、２のＩです。友愛訪問のお菓子の件ですけれども、商工組合や商店街振興組合等も活用したり、共同受注など

も十分可能だと思います。赤十字奉仕団の役員の人がかかわっているから、その人たちが決めているのだみたいな、

そんなニュアンスが伝わってきましたが、そうではなくて、やはり市内事業者がおりますので、積極的に活用できない

か、そういった方針が考えられると思いますが、いかがでしょうか。 

 次に、２のＪで、低入札価格調査です。武蔵野市は取り組んでいないとおっしゃっておりましたが、新武蔵野クリーン

センターでは整備運営事業低入札価格調査取扱要綱というのがあるのです。新クリーンセンターにおいては低入札

価格調査の対象となっているのです。先ほどの答弁で実施していないと言っていたのですけど、では、なぜこういった

対象として要綱をつくられているのかというのをお伺いしたいと思います。 

 では以上で、お願いします。 

 

 



 

◯市 長（松下玲子君）  何点かの再質問に、順にお答えをいたします。 

 まず市政センターの外部化の中で、他市の評価との御質問ですが、それぞれ自治体によって市政センターでも取り

扱いの範囲や内容は異なりますので、私は他市を評価する立場にはございません。その中で、武蔵野市の市政セン

ターがこの間検討も行ってきた中で、今現状の取り組みを行っていると認識をしております。これはまた、児童館や他

の施設の外部化の質問についても共通する部分なのですが、今後外部化が必要であるという認識を議員がお持ちで

あるならば、今後のさまざまな計画づくり、長期計画の策定等の中で、こちらは市民参加、議員参加、職員参加の武

蔵野方式で行ってまいりますので、その中で議論を行われた上で、外部化について意見集約を行っていただき、また

長期計画等の策定をもって市政運営を進めていきたいと考えております。特に公立の保育園について、保育の質の

維持向上のためにも、現在、公立・協会立保育園の果たす役割は大きいと認識しております。待機児童対策、保育の

質の向上が優先課題であると私は考えております。 

 次に、境のＱｕＯＬａの１階のカフェについて、子連れが利用する実態かどうかとの御質問でございますが、足を運ん

で利用したことはございます。親子カフェの定義というものは、これはなかなか、これがイコール親子カフェであるとい

う定義そのものはないと思いますので、親子が利用しやすいという視点で、ベビーカーでも使いやすいといった評価

や、親子の利用、また実際に施設自体が、子ども、高齢者など多世代にわたった利用が行われているということで、

当初の目的に資するものであると認識をしております。 

 自殺対策について、計画策定に、これは全部外部で行っているのではないかとの視点からの御質問のように受け取

れたのですが、実際には計画の策定委員会に市民を公募して委員を入れております。専門的な見地からコンサルタ

ントの支援をいただきながら、計画策定の市民参加を行っているところでございますので、御指摘の認識とは異なると

考えます。 

 次に、友愛訪問に関してでございますが、商工組合とか官公需組合との再質問があったかと思うのですが、都内の

官公需適格組合に菓子製造などの組合はなく、現時点での活用は困難です。また、私、先ほどのお答えの中で、日

赤奉仕団員の皆様とは共催で行っておりますので、意向も踏まえて一緒に行っておりますので、日赤奉仕団の方に全

部やっていただいているなどとはお答えしておりません。なお、該当者数が１万 6,000人になるという現状から、市内

の事業者に調達が可能であれば、市内事業者への配慮という点からも選考の候補としたいと考えておりますので、限

られた期間で同一の品物を準備し、市内 100 カ所の配送ポイントに指定された日時に配送するという、こうした条件

を満たしていただく市内の事業者さんがございましたら、ぜひ参加をしていただきたいと考える次第でございます。 

 最後に、低入札価格調査制度についての御質問です。調査期間に制約があり、また調査スタッフも少人数の中で実

施する状況では、十分な調査が可能かどうかという課題がございます。ダンピング対策としては最低制限価格制度が

有効と考えますが、なお、26市中、低入札価格調査制度を導入している市は６市で、20市が最低制限価格制度とな

っております。クリーンセンターでどうなっているかということは、財務部長から御答弁をいたします。 

 

 

 

◯財務部長（清水雅之君）  クリーンセンターの契約に際しまして、競争の低入札価格制度の調査ということを取り入

れております。これは、このクリーンセンターの建設、運営工事につきましては長期にわたるものと、また金額も非常に

大きい、約 220億円という巨額な契約でございます。こちらのほうはコンサル契約もしておりまして、この調査をとれる

という体制がございました。そういったことから、この案件についてのみは低入札価格調査制度を導入いたしておりま



す。一般的な契約では導入をしておりません。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  市議会からの質問については的確に答えてもらいたいと思います。昨日付の市長から

の、庁内報にありますが、ぜひ的確に答えていただきたいと思います。 

 時間がないですけれども、まず友愛訪問ですけれども、質問で例が出ておりますが、適格事業組合というのですか、

分割発注、共同発注もできるのではないかというのを提案させていただいております。商工会議所でもむさしのプレミ

アムのいろいろな、武蔵野の市内事業者の商品が載っています。例えばそういったあれのカタログギフト券みたいなも

のもいいのではないかなと。全員が同じものでなくてもいいと思うのですよ、違うもの。またそういった市内事業者、お

菓子だったら和菓子とかクッキーとか、いろいろばらけてもいいのかなと思いますので、いかがでしょうか。 

 そして次に、２のＰです。入札に関して、もうちょっとわかりやすく情報提供したほうがいいのではないかという質問

で、東京電子自治体共同運営電子調達サイトが使いづらいといった意見は寄せられていませんみたいな、やはり意

見が寄せられていないからこのままでいいのだみたいな、そういった答弁は全く期待しておりません。常によりよい情

報提供の仕方を工夫していっていただきたいと思います。こういった案件が幾らで発注されている、そういった情報が

わかれば、より入札参加企業もふえると思いますので、いかがでしょうか。 

 そして次に、２のＱとＲです。分割発注と、あとはロットについての質問ですけれども、例えば、とある自治体では専門

工事の分割、効率性、経済性、地元事業者の育成という３つの視点から分離発注する要件というのを定めておりまし

て、例えば電気工事や管工事が、直接工事費の 20分の１または 300万円、いずれか大きい額を超える場合、また

造園や塗装は 100万円を超える場合などを挙げております。印刷に関しても企画やデザインと印刷業務を分けれ

ば、地元事業者に受注機会もふやせると思います。 

 一方、ロットについて、特に取り組んでいないといった答弁があった思うのですけれども、例えば清掃業務を例に挙

げますと、小学校のいぶき学級の清掃業務、中学校のいぶき学級の清掃業務、こちらは別々の案件なのです、１件ず

つ。でも一方、プールの清掃というのは小学校 12校、一括なのです。また、例えばじゅうたんの清掃というのは小学

校と中学校全部なのです、一括なのです。こういった発注方法に関して、戦略に基づいてやられているのか、何か根

拠、エビデンスがあるのか、そういったことを確かめたいと思っておりますが、そういうのがあるのかどうか。そして、も

しないのであれば、私が質問させていただいたように、やはりこの発注方法の検討委員会、検討する場を設ける必要

があるのかなと思うのです。昨年度を踏襲しているだけだみたいになってしまっては困るというのですか、変化する社

会状況の中で、やはり不断の改善、見直しをするためにも、入札制度や発注方法に対して検討する場が必要だと思

いますが、いかがでしょうか。 

 続いて、エコプラザです。ＰＰＰになじまないといった答弁がありました。６月１日付の市報で、環境啓発施設エコプラ

ザ（仮称）リニューアルと、既成事実化的な記述があり、大変残念に思っております。成功事例がないかもしれない、

やはりそういったものに多額の初期投資をされてしまうのは、非常に不安を抱えている市民もいます。私も不安です。

今、ＰＰＰにはなじまないみたいな答弁をいただきました。例えば周辺の住民の方や、また環境部の方が時間をかけて

検討されてきたものをなるべく尊重したいとこちらが幾ら思っていても、全く歩み寄ってもらえないのであれば、やはり

折り合いがつかない、しこりが残ってしまう事業になってしまうと思います。例として、粗大ごみの回収方法、ほかの自

治体ではリサイクル事業者が回収していますといった事例も挙げさせていただきました。ストックヤードがないという答

弁がありましたが、定期的にとりにきてもらえばいいだけではないですか。リサイクルの掲示は、市報に載せれば、よ
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りごみが減らせるではないですか。お金がかからない方法に取り組まないで、エコプラザ、何やっているのだと思うの

ですけれども、市長、いかがでしょうか。 

 

 

 

◯市 長（松下玲子君）  何点かの再質問にお答えをいたします。 

 まず友愛訪問についてでございますが、75歳以上、ことしから 76歳以上になります高齢者の方が、カタログで選

ぶことを望んでいらっしゃるか、可能かどうか。これは赤十字奉仕団の訪問、見守りと一体となっておりますので、実際

に友愛訪問の後には、ことしのお菓子はどうだったわねという話を高齢者の方同士で、いろいろな集いなどで話されて

いるのを伺っております。違う種類のものを別々の人に配ればいいではないかとの御意見かと思うのですが、実際受

け取られる高齢者の方の立場に立って、あの方の家はおまんじゅうで、あの方の家はクッキーでとか、そういうことが

本当にこの友愛訪問の事業の趣旨となじむかどうか考えていかなければならないと思います。あくまで赤十字奉仕団

の訪問、見守りというのが主の事業でありますので、その中で、先ほども市内事業者も調達が可能であれば、ぜひ調

達をしていきたいという考えはありますので、条件に合った形でこちらは御参加をいただきたいと思っております。 

 ２点目については、東京電子自治体共同運営電子調達システムが使いにくいといった意見はいただいておりません

が、修正すべき項目を御指摘いただけましたら、システムの更新などの際に本市の意見として共同運営協議会に伝

えていきたいと先ほどもお答えをいたしておりますので、お聞き取りいただきたいと思います。 

 続きまして、３番目の発注ロットについてでございます。これまでの事例としては平成 27年に、コミュニティセンター

の空調保守点検委託、清掃委託、コミュニティセンターを東地区６センター、中央地区６センター、西部地区６センター

に分け、入札を行っております。そして、発注方法を検討する会はないのかとのことですが、一定の金額以上の入札

方式や発注方法を検討する委員会といたしましては、契約事務審議委員会がございますということをお伝えしておき

ます。 

 最後に、エコプラザ（仮称）について御質問をいただきました。何度も御説明しておりますが、現在、エコプラザ（仮

称）検討市民会議で検討を進めているところでございます。そして、ＰＰＰがなじまないとお伝えをいたしましたのは、事

業を展開するに当たっては営利を目的とした収益事業、これがやはりできないと、一定の制限がありますので、ＰＰＰ

という形はなじまないと考えております。ＰＰＰがなじむとおっしゃるのであれば、その根拠を説明していただきたいと思

いますし、運営形態に関して今、本当にこの市民会議の方々に熱心に、頻繁に御議論いただいております。その状況

を踏まえ市としての方針は定めていくという、従前よりお伝えしていたとおりでございます。 

 以上です。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  最後に確認ですが、発注ロットに関しては、ではエビデンスに基づいてこのロットというこ

とでよろしいですか。 

 

 

 

◯市 長（松下玲子君）  先ほど発注ロットに関する事例をお伝えいたしました。エビデンスとは何のエビデンスのこ
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とを指しているのかちょっとわかりかねるのですが、一定の金額以上の入札方式や発注方法を検討する委員会とし

て、既に契約事務審議委員会があるということをお伝えした次第です。 

 以上です。 

 

 

 

◯議 長（本間まさよ君）  お諮りいたします。（「議事進行」と呼ぶ者あり） 

 

 

 

◯４ 番（深田貴美子君）  今、竹内まさおり議員の質疑の中で、２番のＪですか、低入札価格調査の実施状況につ

いて伺いますという質問に対して、市長のほうから答弁は、やっていないという、非常にきちんと、はっきりと明確に本

市は取り組んでおりませんと答弁がございました。ところが再質問の中で、竹内議員のほうから、クリーンセンターで

適用されているではないかと、その再質問を受けて、財務部長のほうから実はやっていましたとお話がありました。議

会への答弁は正確を期してください。間違いであったのならば、次の機会に、答弁が間違っていたと、修正をいたしま

すときちんと整理をしていただきたいと、議長にはお願いしたいと思います。 

 もう一つは、この一般質問というのは、聞いていますか。私たち議員にとっては提案の場でもあるのです。提案をし

ているのですから、ほかの長期計画や、ほかの個別の計画のときに提案しろという御答弁はないでしょう。一般質問

を何だと思っているのですか。私たちは一生懸命、全ての議員は、個人差はありますけれども、それなりに研究をし、

一生懸命勉強して、調査までして質問して、御提案をしている場です。ほかの計画策定のときに提案しろという答弁は

いかがかと思います。これは私からの注意ですので、これは議長に整理していただかなくても結構です。最初の答弁

についての修正、それを要望いたします。 

 

 

 

◯議 長（本間まさよ君）  後刻、議事録を調査させていただいて、それは措置をしたいというように思います。 

 お諮りいたします。日程はなお残っておりますが、本日はこの程度をもって延会したいと思いますが、これに異議あり

ませんか。 

                （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

 

 

◯議 長（本間まさよ君）  異議ないものと認め、さよう決定いたしました。 

 次の本会議は６月 13 日午前 10 時から開きます。なお、ただいま御着席の方々には改めて御通知をいたしません

ので、さよう御了承願います。 

 本日は、これにて延会いたします。 

                               ○午後 ７時４８分 延 会 
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