
EWS

今を良くするために、私たちがやるべきこと。

未来を良くするために、私たちができること。

葛城市議会議員
な し も と

梨本ひろき
議会報告
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みなさん、こんにちは。葛城市議会議員の梨本ひろきです。

早いもので、当選させていただいてから約1年。日々勉強

の毎日を過ごしていますが、ようやく議会や行政の仕組み

が理解できてきました。

そんな中、7月 5日 に官製談合防止法違反の疑いで葛城市

前副市長が逮捕 0起訴されるという、葛城市を震撼させる

きました。

け、今回の9月議会では「公共入札」について、こ

“

‐.‐経稗と二度とこのような事件を起こさないため

0組みを中心に、質問と私の考えを述べました。

日を市民の誇れるまち」にしたいという強い決

後ともしつかり活動してまいります。

諾よろしくお願い申し上げます。

魏 LL公園にて

鑽鸞籾ポ饂絋踪わず響ぜなご巫 {だ 趨り/
9周議会は嗜2周初旬までの記信です。

h十lp://www kGISur091-cily sttreom jf l co jp/?十 pt=ptoy_vod&nquiry id=25

質問!靡つの項目鉤
魏薇覺眈誦鵞紆甍

市民の利益 l_反 する契約は無 くさなくてはならない。

夜 儡 鼈 狡 ⑬デ 抒茉飩 鍮ξ卜豚 栃 甍

初質問以来、ずつと取り上げ続けている課題です。

鰊 踵鰊鱚欲辣心覺汎晰鸞豊仁鬱栃拠
多くの市民が楽しみにしていた花火大会。来年は必ず開催 して欲しい。
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7月 5日 、官製談合防止法達Fxの

疑いで、葛城市前副市長が逮捕、

起訴されるという衝撃的な事件

があつた。当時の都市整備部の幹

部ぐるみの不正であつたことは

被告も認めている。この官製談含

には多くの市民が驚くと同時に

行政に対する不信感はピークに

達してりると私は感じてしヽる。

まず、問題が起こつた
″
当時

″
の入

本L手順と背景につしヽて聞かせて

欲しい。

現在の公共入本しの手順

と、現阿古市政で講 じ

た官製談合を排除する

ための対策につしヽて聞

かせて欲しい。

予定価格が 130万 円を超える場合など

は、競争入本Lを 実施。方法 |ま予定価格が 1

億円以上の工事 |ま一般競争入札、1億円

以下は指名競争入本Lを実施する。

平成29年度までは、建築工事 3′ 000万 円

以上、土木工事2′ 000万円以上は、副市長

が委員長である葛城市業者選定委員会

が、業者から技術提案を求める「総合評価

落本L方式」での入札を行つていた。

これは、扇」市長が委員長の総合評価審査

委員会が採点をし、技術評価点を付し、入

本L価71eと技術評価点で落本L者を決定する

方式であつた。

平成30年 5月 2農の業者選定委員会で検討し、総合

評価瀞 し方式を継続することは困難であるという結

論に至り、藩本し者決定に価格以タトの要素が反映され

にくい条件付一般競争入札方式へ変更した。
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織翁詳機鷺亀蒔式 :こ :よ 、轟懸1難 (し もヽ彗もヽ)懸入り込鑢拿雄が轟警蜜 ‐

寧,曇鋳舎饉鐘機脅:感 、業甕鸞定甕菫金、鐘倉評爾鐵量欝量豊鍮それ |

ぞれ鍮醸轟幾鐘蜃覇長で轟警-2‐ 等た。申轟鍛甕爾が攀要ならば、トツ

プが率麓ひて宙襲談翁 :こ 鵞攀争で暮ヽ業ともヽうこと:こ なつ康す。

醸鍛餃 :こ 鉤しては、藩罵隣鷺轟移を求轟機芦警畿穐寧儀など、かな書畿零:織 選轟

犠札寂した。電・鋳纏果が量文書篠選、繋窒置攀、饉畿燿え尊ゝ、種鉾癬:す :よ 奮咸譲禽

でず.醸硲慇饉設鋳プ曇壁ス:こ 轟絲て、…郡鍮騨鐘議が、私ξ尋警ξ議争で黎業を選鋤

亀晟とが畿蝿さな.た 蹴等ヽつても饉雷で:譲 轟攀寂鷲島.

番翁1講 か‡こ鶴機鑢豊鸞沐闘醸欝晋堂じて警てお響、どこ議で鸞が檬しヽの議ヽ―・‐曲 :こ

臨購か覺えて壼譲彗鳥藝撃難i費定翁艤i費 :こ 謳機つ写議ヽなりヽ発戦がらも、鸞薬繭畿
勢攪Å≧して、繭晟鉾曇簑 :こ 癬移鹸なく態もヽ憲す。



磋蜀埒|

孟慧醸t鰈 響鰻晏爾蓼
卜め数轟驚纏続して進鋳て蓼ただ
きたしヽです: |     ‐

しかし:1鐘鑢赫やマ窯ジメントの
数警だけ脅は不十分です。強務爾
としての鐘し響蝙量畿や鐘金な機 |

鸞なかな‡すれすぎ、不饉菫意事懸饉
鸞翁轟兆鋳壼はできま彗疑.

現市政での職員による情報漏えしヽの

予防策につしヽて間かせて欲 ししヽ。

業務改革プロジェクトチームを立ち上

げ、業務効率化への取り組み。検討と並行

して、公文書作成方法、事務処理の進捗

管理など、全庁共通業務についてマニュ

アルを作成し、情報漏えいを含む違法、不

適正な事務処理が起こるリスクを最小に

している。さらに全体研修でコンプライ

アンスをテーマに取り上げ、法令遵守意

識や倫理観を再認識させる予定。

きなりな警警扮扮警警炉扮炉彦扮了了咎秒彦警はな

'な'な

警警咎珍炉彫扮扮嘗は警扮警扮嘗警警警警警鬱勿亀

こ範験で饉鶴奔を鰺き、轍鐵纏錮纏鑢量銀が大きく甕わるかとしてしヽな響鼈が蠅え議す。   |
しかし、畿だ「うみJが機鰈つていなりヽ炒れが輯鶴趣感じ篭彗康す。推れを疑や2つや事卜

が轟鍮ます:    |

穐つ鐵.は纏ぬ簸撥し電通つ繰てです。私や所轟する会濾「繭裁会」の伸%のは轟仄襲文書等講

競畿竃腱鍮し畿したが、簑轟、鰊示文書の烙甕|こなかわ轟艤量が鼈示穫求勒た膏曇会艤量

:こ饉蠅覆露つ竃ころ範華した。

通の議文書狡慧覆行つたことは露量会瘍丁珈聰巫轟しかallらず、金灘かゎり雉たりゝ鐘鞍懇ヽ

とな辟でき電し―ヽ麟す。轍か:難鑽容覆鐵るやは、文書鰊鍵轟覆哩‡ず亀畿轟めみのはずです。

なぜ鶴五機|こ騰罐が極静繹翁かは購:こ鸞しな畿す。こり旗うな構燒への雉慮:こ賛:する歌

畿機が饉大な餘核:こ灘はずる電畿性は蔭簸でき譲彗島.

鶴う1つは:蟷にのね瞳畿:こりもヽ電です。は露鶴轟、鐘晰顆:こ趙すほy量籍饒讐員位機畿農

が行鞭範識した。鶴艤会で機、公文書儡磯:こ鶉わつ鮭とさ範鶴参考入つ又蝙晰轟魃鑽Mが
轟惨譲したL磯膊鑢覆雹暑爾4醸〔通、攀難炒量塞範鶴愧聰5にわ褥量が、趙量する例鰊轟呟聰

議員と鑢断で合念してもL亀進の蟻輔壕繹識し亀。しかも、ア轟懲醸

鐘薩饒さ韓鑑繭蜃蕪幾議で、磯時会合鍾参議してもゝ危とわ蓼で

し危感鰈量寧鼈疵轟塞れは蠅が畿轟:通葬念鷲で会金するこな

1嵐 鸞麟鉤:こ彎たら娩ず、犠嗽儡:こ爾鰺饒饂行為膊鐘ずで
~m‐

。

轟鐵議で構硫下たしLや曹難談念などを二瞳と鐘こさな癬た雹:こ

亀、晰蟻鉤畿竃や機ンプライアシス面鰺議ど、轟らける鑢策を屁畿

して、大蓼曇心を核晨;轟鰻付かせてしゝ鮭だきたいと強く慧しヽ議す。
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庁舎に関しては、重複する機能

を統合できるのかの検証が必

要:″1え ば庁舎機能の1つ に宿

日直による窓El業務がある。こ

の業務の中で、戸籍受付件数を

教えて欲しい。

新庄庁舎では、死亡届が112件、婚

姻層が45件、離婚届が1件、転籍届

が2件、養子縁組届が3限、出生届が

11件、合計174件。営麻庁舎では、死

亡届が67件、婚姻届が25件、離婚届

と転籍届|ま0件、養子縁組届|よ 1件、

出生届が7件、合計100件。いずれも

平成29年度実績。

提出される死亡届のうち、

個人と業者の内訳は?また、

死亡届以外の5つ の受付業

務につしヽて、宿日直は何 ら

かの処理手続を行なつてい

るか ?

宿日直による戸籍受付件数 (平成29年度)

:繭II11■鷲
:勒II■歳
灯 |||,■轟
1黎暴 ||」
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隧 澤
=■

■機■雛I
I死亡届は業者の提出がOo%程度と予想
|‐ 実際に市民が足を運ぶ件数(死亡局)|| |‐

鶴一酔一鶴

用紙からは判断がつかないが、現場の声では、

おおむね90%程度が業者からの届け出のよう

である。

また、r‐E日 直|よ受付手続のみで、その他受理及

び書類審査手続|よ、市民窓□課の職員によつて

行われる。

ζ 扮 は 、 きなけなけなり

'な

けなけ為警秒扮扮咎咎はなけなりなけなりやな炒

通わ覇麓蜀数字で蝙範1麟、饉轟覆―雉購:と してζ懃

鑢を続一して鶴:籍麗ぬ鯰鱗警繹ら韓ると考え麟|すな

まず鐘ソフトMからで鶴手をやけるべきです。会国は鶴機

| |%と し亀う警擁警鐘示し譲じ雄が、こりまうな事例は、そ絶ぞ範鐘

轟1譲織瞳轟の海がアイデア警驀つて纂る攣ずです。慧暉のなりL慧覺を

藤懇倉ちて、醸毯鶯畿聰畿纏警轟識し、黒議ド
‐
2‐電の購念1通雉け亀攀

艤覆循簿つて憲しいとなりヽ議す。
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毎年恒例で、多くの市民が楽 しみにしていた

花火大会。市はlJll年 運り300万円の予算も組

んでいる。

なぜ中止に至つたのか。

経緯を教えて欲 ししヽ。

主催者である葛域市商正会において、開催に向

け警察と関係機関と幾度も協議を重ねられた

が、苦渋の決断で中止の決定をされた。

理由は、近年花火大会会場周辺道路の交通量が

大幅に増加し、周辺の交通対策、事故防止などの

安全上の問題に対する対応ができないというこ

とであつた。

申止の告知は、商工会と協力して、7月 広報への

折込チラシ、地区掲示板、掲示用ポスター配布、

葛城市ホームーページヘの掲載、報道各社への

プレス発表、市内公共施設チラシとポスター掲

示、市のlln~災無線による周知を行つた。

来年度の花火大会は実施され

るのか、IIn在の見通し|ま ?

つき護彗ん。しかし|.繭震 |こ

ともて 纏ヽ源篭火大議はt%を
離機一人イベント崎す。

範火大会 |こ 翁わせで、鍍鶉驚

鑽れてしヽ儀子ど鶴たちや鶴た

ちが璽蠅りして―く儡蒙隆亀纂

く、呻慮薔こ対する箕M、 藩纏靱

声がな鍮爾 |こ 亀数纂く嘲轡て

簸ヽ譲す。

来年度に向けては、商工会と協議し、市とし

てできること|ま協力しながら、関係機関と協

議を進め、安全対策等諸問題の解決に向け、

前向きに協力していきたい。

ζ吻鞣扮咎鬱咎彦扮扮咎笏夕勿彦扮はなりひ彦咎咎扮●扮彦はなけな0
盪奪鷺ねで讐度と瞳れ:轟 霧誦鐵大麓謳しく難り議す。貶蓋金の豊燿で

鳳鏃轡譲すが:議め褥おり節亀饉癬で鰯ると電え譲寧.

ぜな羅饉璽鑽饉‡こ向けて亀饂痒瞼纂響最警絣秒で、9かお霧量聰攀晰

でなつ鑢んでもヽただきたしヽとはく灯菫験験し亀。   ■ |   ■

NAS1lMOTo瘍 LヽWSyЫ  3



8月 26日に北花内コミュニティー

センターで亀タウレミーティングを

行しヽました。議員活動や議会の現

状を地域の皆様にお伝えしました。

議た、地域の現状や皆様の考え、身近なお困りごとなどをお

聞きすることができ譲鏃た。今後の活動に活かし亀轟城市を

もっともつと農くしてひきます。

あなたの声をお聞かせください。
葛城市政へのご意見 。ご要望などございましたらご自由にご記入 ください。

ご芳名 年 齢

ご住所 襦
孟
餞

鶉

E― mail

匿名を希望される場合、ご記入は不要です。

隋隋蟷玲隋靡蝙靱1饂15鼈
‐
躙1蝙饒華門颯肱
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