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平成２４年条例予算特別委員会（２０１２．３．２２） 

 

◯尾花委員 創業、経営支援について、レジリエント、すなわちしなやかに強

いシティーづくりの２点について質問する。まず、創業、経営支援の質の充実

と実績の見える化について尋ねる。経済振興局の機構改革として 21年度に創設

された創業・経営支援課の目的は何か。 

 

△経済振興局長 創業支援室と経営支援課を統合し、経営支援課の持つ商工金融

資金のあっせんや経営相談・診断助言事業などの経営支援メニューを活用し、

創業から経営まで、企業の成長段階に応じた支援を強化することを目的とする。 

 

◯尾花委員 創業相談のうち創業に至った実績や、経営相談のうち新商品開発

や販路拡大等により経営改善に至った実績、創業から経営支援に至るまでのサ

ポートなど機構改革の成果が上がったのかを検証する必要がある。成功事例を

取りまとめ、パブリシティーとしてマスコミなどに公表した件数について、過

去２年間の推移を尋ねる。 

 

△経済振興局長 創業、経営支援の取り組みに関する市長会見や資料提供、テレ

ビ出演などのパブリシティー活用件数は、21 年度が 31 件、22 年度が 36 件で

ある。なお、23年度は、２月末までに 42件である。 

 

◯尾花委員 先日、静岡県富士市の産業支援センター、ｆ－Ｂｉｚの視察調査

を行った。同センターでは、今までの創業、経営支援の殻を打ち破るため民間

に全面委託しており、年間経費約 4,800 万円で、８人のプロ集団が個々のケー

スに応じて親身な相談や創造的な解決、長期的な支援を通じて産業支援を実施

する仕組みを構築しており、年間約 20億円の創業、経営支援効果を創出してい

る。特に、パブリシティー戦略として、起業、経営相談による成功事例の情報

を積極的に提供し、マスメディアを通じて報道として伝達されるよう働きかけ

る広報活動が徹底されており、新聞、テレビ、ラジオで取り上げられた件数は

21 年度 291 件、22 年度 314 件、23 年度は２月 23 日現在で 285 件と、効果が

目に見える形で上がっており、地域経済へ波及効果を起こしている。人口 148

万人を有する本市では、成功事例のマスコミ公表が２けた台である一方で、人

口 26万人の富士市は３けた台である。本市の創業・経営支援課の職員等の数と

人件費、総事業費は幾らか。 

 

△経済振興局長 創業・経営支援課は、課長以下、経営相談を行う係、商工金融
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資金を担当する係、インキュベート事業などを担当する係、ビジネス創造セン

ター担当主査の計 14 人の職員と、金融、下請、返済相談を行う６人の嘱託員、

経営相談を行う相談員１人の総勢 21 人体制である。23 年度の予算額は、職員

の人件費約１億 3,000 万円やインキュベート事業約１億 6,000 万円などを含む

約４億 1,000万円である。 

 

◯尾花委員 ｆ－Ｂｉｚでは、開設３年目に当たる平成 22年８月から翌年７月

までの１年間の経営相談件数は 1,858 件で、農林水産業者からの相談が全体の

約 13％を占め、生産から加工、流通、販売までを有機的に結びつける６次産業

化への支援も積極的に行われている。本市においても、農水産物ブランド化や

農商工連携等に取り組むとしているが、創業・経営支援窓口の農林水産業者へ

の支援状況の最近の実績はどうか。 

 

△経済振興局長 22年度に農林水産業者へ直接支援を行った実績はない。また、

農水産物の加工、販売などを行う事業者への支援は行っているが、数は把握し

ていない。このほか、21 年度以降、農商工連携事業計画の認定に係る支援を２

件、６次産業化事業計画の認定に係る支援を１件行っている。 

 

◯尾花委員 本市においては、残念ながら農商工の垣根を越えた産業支援には

至っていない。本市は、23 年度当初予算ベースで職員の人件費約１億 3,000 万

円、経営相談・診断助言事業や中小企業サポートセンターの管理運営等の事業

費で約２億 8,000 万円、合わせて約４億 1,000 万円と、ｆ－Ｂｉｚの約９倍の

経費をかけているが、その効果、つまり成功事例が目に見えてこない状況であ

り、これでは地域経済への波及効果はおぼつかないのではないか。本市の創業、

経営支援の相談窓口を利用した中小企業の経営者数人に聞き取りを行ったとこ

ろ、資金繰り、倒産や破産宣告の際の債権者からの取り立てへの対応などの相

談窓口との認識であり、衝撃を受けた。そこで、創業・経営支援課の各種相談

のうち、過去２年間の経営相談及び金融相談の件数の推移、経営相談が全体に

占める割合を尋ねる。 

 

△経済振興局長 21 年度の相談件数は、経営相談 755 件、金融相談１万 2,045

件、全体で１万 3,265件、経営相談が全体の相談件数に占める割合は約 5.7％で

ある。22 年度は、経営相談 732 件、金融相談１万 2,396 件、全体で１万 3,663

件、経営相談が全体の相談件数に占める割合は約 5.4％となっている。 

 

◯尾花委員 本市では金融相談が圧倒的に多く、経営相談は５％台と非常に低

い状況で推移しており、本市の創業、経営支援窓口は金を借りるところとのイ
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メージが定着していることを示している。ｆ－Ｂｉｚの小出宗昭センター長は、

これまでの創業、経営支援窓口の問題点として、上から目線で否定的なアドバ

イスが主であり、多様な支援制度があっても利用対象者がメリットや使い方も

わからない状況や、待ちの姿勢でコーディネーターとしての機能が果たされて

いない点などを示唆しているが、実際にｆ－Ｂｉｚでは、問題解決型の、相談

者に寄り添ってチャレンジ意欲を鼓舞するような支援が行われており、その様

子を見て感銘を受けた。また、受注が激減した中小製造業に対し、受注から納

品まで短期間での対応が可能という強みを見つけ、わかりやすいネーミングで

売り出して短期間に多くの新規取引先を獲得した事例、異業種交流会での会話

からヒントを得てスポーツ栄養学を取り入れた弁当を開発し、爆発的なヒット

商品となった事例などが報道されており、相談支援の質の充実とパブリシティ

ー戦略による成功事例の公表が、同業他社の強い励みとなって相乗効果を生み

出しており、地域経済活性化の起爆剤となりえるものとして、こういった手法

を本市にも取り入れたいと感じた。本市でも、マスコミ出身である市長の強み、

専門性を生かしてパブリシティー戦略を練り上げ、創業、経営支援の質の充実

と実績の見える化に取り組むべきと考えるが、所見を伺う。 

 

△経済振興局長 創業、経営支援の質の充実と実績の見える化への取り組みとし

ては、インキュベート事業や福岡市創業者応援団事業など成果が上がっている

事業もあるが、これまでの自主媒体による広報やパブリシティーによる中小企

業支援の取り組み周知について、ＰＲ不足があったことを認識している。今後

は、広報戦略室と連携を図りながら、マスコミなどを活用したパブリシティー

戦略を練り、中小企業支援の取り組みを積極的にＰＲしていく。 

 

◯尾花委員 ｆ－Ｂｉｚが取り組む産業支援モデルが今、全国に広がっており、

平成21年に東京都豊島区にすがも事業創造センターＳ－ｂｉｚが設立されたの

を皮切りに、北海道釧路市のｋ－Ｂｉｚ、牧之原市のＭ－Ｂｉｚ、沖縄県浦添

市のＴ－Ｂｉｚと、創業・経営支援のあり方が手詰まりであると感じた自治体

が支援窓口の刷新に取り組んでいる。本市においては、アイランドシティなど

で起業立地交付金を30億円に拡充して100人雇用などの大規模な企業を呼び込

むことが検討されているが、ｆ－Ｂｉｚのような親身な経営相談を行うことで

経営が改善した既存の中小企業 100 社が、雇用を１人ふやせば、同様に 100 人

の雇用創出につながることになる。このような地道な努力という視点も忘れな

いよう要望しておく。外部意見を聞くため高い費用で経営コンサルタントを受

けられる大企業と違い、中小企業では経費面等で困難であり、それを補完する

公的機関の無料の経営コンサルタント窓口の使命は重大である。市長は、市政

運営方針の中で、民間が担うことができるものは民間にゆだねると明言したが、
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従来の手法から抜け出せず結果が出せないようであれば、全面民間委託のｆ－

Ｂｉｚ方式を取り入れるべきと考えるが、市長の所見を尋ねる。 

 

△市長 本市では、インキュベート事業や創業者応援団事業といった独自の創業

支援を行うとともに、商工金融資金制度による資金調達を中心に、福岡商工会

議所との連携による経営相談や販路開拓事業などの中小企業の経営支援を行っ

ており、インキュベート事業利用者の雇用が創業時よりも格段に増加し、市の

支援を受けていることで信頼性が高まっているという評価も受けている。しか

しながら、マーケティングについては、民間手法が非常に効率的である一方で、

制度は多いが利用者が少ないなど、行政には不得意な分野であると感じること

も多い。今後、制度の内容や効果を研究しながら、民間ノウハウがすぐれてい

る点については、民間ができることは民間にゆだねながら、実を上げる施策を

展開していくことが重要と考えている。 

 

◯尾花委員 次に、トライアル発注認定制度の導入について尋ねていく。先日

視察した相模原市では、トライアル発注認定制度として、すぐれた新製品の生

産で新たな事業分野の開拓を図る市内中小企業者を認定することで販路開拓を

支援して地域経済の振興を図るとともに、その一部を市が試験的に購入し、評

価する制度を進めている。アンケート調査によれば、認定を受けた 88.9％が認

定の効果があったと回答しており、製品の売り上げや商談等の問い合わせ件数

の増加などの具体的な効果が上がっているが、何よりも会社の認知度が高まり、

認定を受けることで社会に認められたとの喜びがわき、従業員等の製品開発に

対する意欲が高まったという。そこで、随意契約に係る地方自治法施行令第 167

条の２、第１項第４号では何と規定しているか。 

 

△財政局長 当該条文では、随意契約が可能な場合として、新商品の生産により

新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方

公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共

団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき、と規定されてい

る。 

 

◯尾花委員 24年度予算案の重要事業に、光熱水費削減推進事業経費の名目で、

光熱水費及び二酸化炭素の削減を目的として、学校グラウンド照明への省エネ

効果が高い製品の試行的導入に 433 万 5,000 円の予算が計上されているが、23

年度も、事業名目こそ違え、維持管理コスト改善事業経費として同様の事業を

実施している。試行的導入という点ではトライアル発注と言えると考えるが、

23年度は認定も受けずに随意契約を行っているのか。 
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△財政局長 23年度に実施した維持管理コスト改善事業経費は、17年度から取

り組んでいる省エネ診断事業において電気料金削減効果が認められた手法を他

の施設へ展開するもので、具体的には、既に一般に流通している電力量の測定

器の設置工事であり、トライアル発注には該当しないものと考えている。また、

24 年度の光熱水費削減推進事業経費についても、学校のグラウンド照明に関し

て、前年までと同様、既に市販されているＬＥＤや高効率反射板など省エネ効

果が高い器具に更新して性能やライフサイクルコスト、事業費などの効果を検

証することを目的としたものである。23 年度事業で随意契約とした理由として

は、１件当たりの工事費が指名競争入札の基準250万円を下回ることなどから、

市有建築物の維持保全等を業務委託している(財)福岡市施設整備公社に発注し

たものである。なお、24 年度の発注に当たっては、事業者提案など他の形態に

ついても検討したいと考えている。 

 

◯尾花委員 本市のこれまでのやり方は、市内の中小企業者の新商品等に関す

る技術提案という点では、決して開かれたものとはなっていない。トライアル

発注制度は、47 都道府県中 41 都道府県、19 政令指定都市中７都市で取り入れ

られているが、本市はなぜ導入しないのかを財政局契約課に尋ねると、経済振

興局の創業・経営支援課が新商品を認定していないから、との回答であったが、

創業・経営支援課はトライアル発注認定の相談を受けたことがないから、と回

答しており、このようなことでは、本市において真の創業・経営支援が行われ

てきたのか疑問である。トライアル発注認定制度は予算額に対する効果が高く、

早急に導入すべきと考えるがどうか。 

 

△経済振興局長 トライアル発注制度は、地方自治体での購入実績が少ない場合

も、すぐれた新製品として地方自治体の認定を受けることで企業の信用が得ら

れ、中小企業の販路拡大につながる面もあると考えており、今後、制度の導入

について検討していく。 

 

◯尾花委員 市長は新年度予算を、暮らしの質を高め人と投資を呼び込むと表

現している。創業、経営支援が市民の暮らしの質を高め、本市に人と投資を呼

び込めるよう、実効性を担保する施策、すなわち創業・経営支援の質の充実と

実績の見える化、トライアル発注認定制度の導入を英断するよう要望するが、

市長の所見を伺う。 

 

△市長 提案を真摯に検討するとともに、トライアル発注制度についても、本市

で生産された新たな製品をブランド化することで、すぐれた技術や人材などを



6 

 

持つ中小企業の販路拡大につながることが考えられるので、今後、制度の導入

について検討していきたい。 

 

◯尾花委員 レジリエントシティーづくりについて尋ねていく。３.11の東日本

大震災は、まちづくりの考え方を大きく変え、単に効率性、利便性のスマート

だけではなく、持続性を意味するサスティナブルに加え、何らかの障害が発生

しても完全に破壊されず、復元する強さを持つレジリエント、すなわちしなや

かに強いまちづくりが重視されるようになった。ＡＬＳなど自発呼吸ができな

くなる疾患を持つ難病患者にとっては、電力の供給停止が死につながるという

厳しい現実がある。そこで、防災拠点等の緊急電源対策の強化について、災害

時の第一次避難所となる公民館、収容避難所となる小中学校への太陽光発電シ

ステム及び非常用自家発電装置の設置状況はどうか。 

 

△市民局長 公民館への太陽光発電システムの設置については、地球温暖化対策

の市民啓発や二酸化炭素抑制、電気代削減を目的に、公民館の増改築やエレベ

ーター及び自動ドア整備にあわせて導入しており、設置館数は 23年度末現在で

26館である。また、非常用自家発電装置は設置していない。 

 

△教育長 小中学校の太陽光発電設備は、23年度末現在、小学校 53校、中学校

22校、計 75校に設置している。なお、非常用自家発電装置は設置していない。 

 

◯尾花委員 非常用自家発電装置の設置が進んでいない一方で、太陽光発電シ

ステムは徐々に導入が進んでいる。しかしながら、現在導入している太陽光発

電システムは、災害時の停電の際、特に夜間は役に立たないという実態がある

と聞くが、原因を尋ねる。 

 

△市民局長 公民館に設置している太陽光発電システムには、停電時でも日照が

あれば発電した電力を使用することができる自立運転機能を備えており、出力

専用コンセントにプラグを差し込むことで最大 1,500 ワットの電気機器が使用

できるため、テレビの視聴やモバイルパソコン、携帯電話の充電などに対応で

きると考えているが、設置 26館中２館には、現在、出力専用コンセントがつい

ていないため、早急に設置していく。 

 

△教育長 小中学校における太陽光発電設備は、地球温暖化対策の推進や環境教

育への活用を図る目的で導入しているため、災害による停電時に電気を供給す

る自立運転機能や、発電した電気を蓄える蓄電機能を備えておらず、停電時に

は電気の供給ができないようになっている。 
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◯尾花委員 本市の避難所に設置されている太陽光発電システムは、公民館の

ものは蓄電池がないので夜間には使えない、小中学校のものは自立運転機能も

ないので停電とともにシステムそのものが止まってしまい、昼夜ともに全く使

えないということになる。群馬県高崎市では、市内の救急告示病院を対象に、

非常用自家発電装置の設置状況や停電時の医療提供水準などの調査を23年度に

行った結果、保有する発電装置の大半が施設維持に最小限の電力しか確保でき

ず、通常の診療や救急医療が十分に行えない状況が判明したため、大規模停電

時でも十分な医療を提供できる環境を整えるため、非常用発電装置の設置費用

の半額を補助する制度を同年度中に創設している。そこで、本市の救急告示病

院39施設の再生可能エネルギーシステムと自家発電システムの導入状況はどう

か、また、その電力による診療機能の維持について詳細に調査、把握し、必要

な対策を講じているのか。 

 

△保健福祉局長 救急告示病院 39 施設のうち太陽光発電システムを導入してい

る施設が１施設、非常用の自家発電機を設置している施設が 36施設である。非

常用の自家発電機により診療機能がどの程度維持できるか詳細には把握してい

ないが、おおむね数時間から３日間程度の発電が可能であり、燃料の補給によ

り発電時間の延長が可能な施設もあると聞いている。現在、厚生労働省におい

て災害拠点病院の指定要件等の見直しが検討されていることもあり、救急告示

病院の自家発電システムを含む災害医療等のあり方について、今後、国の動向

や他都市の状況などを踏まえ検討していく。 

 

◯尾花委員 公民館、学校、病院など主要な防災拠点における災害時の緊急電

源対策は、市民の命を守るという最も重要な施策である。自立運転機能や蓄電

機能を備えた太陽光発電システムの導入、非常用自家発電システムの設置など、

いざというときに備え、新築、改築を行う際はもちろん、既存施設においても

地域バランスを考えて計画的かつ丁寧に施策を推進すべきと考えるが、所見を

伺う。 

 

△市民局長 公民館への太陽光発電システム導入時は、今後とも自立運転機能を

備えていく。また、庁舎、病院や学校、公民館などの災害時の防災拠点や避難

所施設における電源確保は重要な課題と考えており、蓄電設備や非常用自家発

電設備の整備などについては、災害時に各施設に求められる機能を考える中で、

関係局と協議、検討していく。 

 

△教育長 小中学校における災害時の緊急電源対策については、今後、太陽光発
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電設備を整備する際に、自立運転機能を導入することを検討している。また、

既設の太陽光発電設備についても、設備更新などの機会に、市域内の配置バラ

ンスなどを考慮しながら、自立運転機能の導入を検討していく。蓄電設備、非

常用自家発電システムの設置については、今後、災害時に収容避難所となる学

校施設に求められる機能について、関係局との協議を踏まえ、検討していく。 

 

◯尾花委員 次に、再生可能エネルギーの普及、促進について尋ねる。平成 24

年７月１日からスタートする再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度の概

要はどうか。 

 

△環境局長 再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度は、電気事業者による

再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づいて、太陽光や風力、

水力、地熱、バイオマスを用いて発電された電気を、一定期間、固定価格で電

気事業者が買い取ることを義務づけるもので、買い取りに要した費用は、電気

料金に上乗せして一般の電気利用者から徴収する制度である。なお、太陽光発

電については、平成 21 年 11 月から、事業者や一般家庭で使う電気を上回る量

を発電した場合は、余剰電力を買い取る制度が既に開始されている。これに対

して、平成 24年７月からの新たな買い取り制度は、太陽光発電だけではなく風

力や水力等の再生可能エネルギーで発電した電気の全量を買い取る制度で、買

い取り期間や価格等の詳細については、現在、国において検討が行われている

が、住宅用の太陽光発電については全量買い取りの対象とはせず、引き続き余

剰電力のみを買い取り対象とする方向で検討が進められている。 

 

◯尾花委員 本市の公的施設、民間住宅等における再生可能エネルギーの導入

状況はどうか。 

 

△環境局長 市有施設の再生可能エネルギーの導入状況は、平成 24 年３月 22

日時点で、太陽光発電が 129 施設で発電出力 1,194 キロワット、風力発電が３

施設で発電出力 17キロワット、バイオマス発電が２施設で発電出力 525キロワ

ット、小水力発電が１施設で発電水力 35キロワット、熱源にバイオマスが含ま

れている清掃工場の廃棄物発電は４施設で発電出力６万 9,200 キロワットであ

る。民間住宅における再生可能エネルギーの導入状況については、太陽光発電

以外に一般家庭向けの製品や機器はほとんどなく、コストも高いため、ほぼす

べてが太陽光発電であり、本市の住宅用太陽光発電システム設置補助事業によ

る助成件数は、平成 24 年３月 22 日現在で累計 3,474 件である。また、助成を

受けない任意設置分の実数は把握していない。なお、平成 23年２月に経済産業

省が実施した住宅用太陽光発電システムの普及動向に関する調査では、福岡県
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は普及率 3.69％で、47都道府県中 10位である。 

 

◯尾花委員 福島原子力発電所事故を受け、電力の安定供給と再生可能エネル

ギーの普及、促進が求められており、まずは本市の公的施設で導入を促進し、

民間住宅等への普及促進につなげる必要があると考えるが、所見を伺う。 

 

△環境局長 福島第一原子力発電所の事故以来、電力の安定供給やエネルギーの

有効利用の観点から、自律分散型エネルギー社会システムの構築を目指す取り

組みが必要となっている。本市では環境・エネルギー戦略有識者会議を平成 23

年 10月に立ち上げ、自律分散型のエネルギー供給のあり方や再生可能エネルギ

ーの普及促進策等について検討を進めており、平成 24年３月に中間取りまとめ

を行うこととしている。今後は、有識者会議の提言も踏まえながら、地域特性

や資源を活用した再生可能エネルギー等の市有施設等への率先導入を進めてい

きたいと考えている。 

 

◯尾花委員 本市の住宅用太陽光発電システムの補助事業の推移を尋ねる。ま

た、今後、さらに太陽光発電の普及拡大を図るため、補助件数をふやす方策を

どう考えるか。 

 

△環境局長 住宅用太陽光発電システムに関する補助事業については、家庭部門

の温暖化対策の観点から、平成 13 年の 10 件から順次補助件数を拡大して実施

してきており、21 年度は、補正予算等を含め 750 件、22 年度は 1,000 件、23

年度は当初 1,000 件を予定していたが、震災の影響等による電力の安定供給の

観点から需要が高まり、補正予算を含め 1,500件に拡大した。24年度は、23年

度の実績等を勘案し 1,500 件としているが、申請状況等を踏まえながら柔軟に

対応していく必要があると考えており、より一層の再生可能エネルギーの普及

促進に努めていく。 

 

◯尾花委員 太陽光発電システムの民間住宅等への導入のインセンティブの内

容及び導入の主な阻害要因は何か。 

 

△環境局長 太陽光発電システムの民間住宅への導入のインセンティブとして

は、国や本市が実施している補助制度と、太陽光発電の余剰電力の買い取り制

度がある。導入が進まない主な要因としては、発電出力が４キロワットの場合

の設置費用が 200 万円程度と、初期投資の負担が大きいことや、太陽光パネル

等の重量が出力３、４キロワットで約 500 キログラムあり、老朽化等で重量に

耐えられない住宅に設置する場合には耐震補強工事が必要となること、普及に
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伴って多くの設置事業者が参入したこと等により工事施工や契約に関するトラ

ブルが発生していること等が要因として考えられる。 

 

◯尾花委員 住宅省エネ改修助成事業の補助対象工事の拡充等により、中古民

間住宅への導入の障害となっている屋根補強の助成を行ってはどうか。また、

システムの導入段階の初期投資の負担が最大の障害になっていることから、ア

メリカの各州ではＰＡＣＥというクリーンエネルギーの資産評価を行うプログ

ラムによって一般家庭への普及が図られているが、概要とメリットを尋ねる。 

 

△環境局長 既存住宅を対象とする屋根補強に関する助成制度については、他の

類似制度との整理等が必要であり、今後、関係局と連携しながら検討していく。

アメリカのＰＡＣＥプログラムは、2008 年に始まった二酸化炭素削減を目的に

行う住宅の省エネ改修を促進する制度であり、住宅等の所有者が太陽光発電等

の設置を望む場合、地方自治体が政府保証のついたＰＡＣＥ債権を発行するこ

とで資金を調達し、その資金で地方公共団体が機器を設置し、設置費用は固定

資産税に上乗せすることで住宅等の所有者から回収するというシステムで、住

宅等の所有者は 20年以上にわたり設置費用の分割支払いを行うものである。メ

リットとしては、自治体が初期投資費用を負担することで太陽光発電の普及促

進が図られることや、設置工事件数の増加に伴い新規雇用が発生すること、設

置した住宅等の資産価値が向上すること等であると認識している。 

 

◯尾花委員 ＰＡＣＥプログラムは、初期投資の負担軽減の観点から非常に画

期的な制度と考えるが、同様の制度を本市に導入してはどうか。また、メガソ

ーラーの設置には広大な土地を必要とするが、最近注目が集まっている手法と

して、発電会社が民間住宅等の屋根を借りて発電するシステムである屋根貸し

制度を本市に導入してはいかがか。 

 

△環境局長 自律分散型社会の構築に向け、現在、環境・エネルギー戦略有識者

会議を行っており、初期投資の負担軽減を図るＰＡＣＥ制度も参考に、本市の

特性や資源を生かした再生可能エネルギーの普及促進に努めていく。屋根貸し

制度については、現在、経済産業省において検討されているが、事業者が住宅

等の屋根を借りて太陽光発電事業を行い、発電した電気を電力会社に売却して

事業者が利益を得る仕組みである。現在の電気事業法では、既に電力の需給契

約を結んでいる施設に新たな受給契約を重ねて結ぶことはできないとなってお

り、現時点では事業者が独自に電力会社と売電契約を結ぶことはできないが、

経済産業大臣は屋根貸し制度を平成24年夏までに新設する方針を明らかにして

いる。屋根貸し制度のメリットについては、住宅等の屋根の貸し手側が賃料収
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入を得ることができ、太陽光発電の自己負担がないため、現在使われていない

屋根への普及が促進されること等が挙げられており、今後、国が新設する制度

を踏まえ、本市としても、屋根貸し制度の導入について検討していく。 

 

◯尾花委員 太陽光発電システムの普及が進む一方、事業者と購入者との間で

契約上のトラブルが発生しているが、本市の消費生活センターに寄せられた相

談件数の推移と主な相談内容を尋ねる。 

 

△市民局長 消費生活センターに寄せられた太陽光発電システムや太陽熱温水

器に関する相談件数は、21 年度 16 件、22 年度 20 件、23 年度 26 件である。

23 年度の相談内容では、訪問販売での強引な勧誘、高齢者への勧誘など販売方

法に関するものが 12件、価格が高い、最初の説明と違うなど契約内容に関する

ものが４件、工事のおくれや故障など工事施工に関するものが４件、その他事

業者の信用性に関するものなどが６件となっている。 

 

◯尾花委員 トラブルの解決策として、神奈川県が設置したかながわソーラー

バンクシステムについて、概要を尋ねる。また、本市のトラブルの発生状況に

かんがみ、同様の制度を導入してはどうか。 

 

△環境局長 かながわソーラーバンクシステムは、太陽光発電の普及を促進する

ため、神奈川県とソーラーパネルメーカー、施工事業者が連携、協力して、住

宅用太陽光発電システムを安価で安心して設置できることを目的とした取り組

みである。神奈川県が設置したかながわソーラーセンターが仲介役となり、太

陽光発電の設置を希望する住民に 33種類のプランと事業者を紹介し、太陽光発

電設備の設置を行うもので、平成 23年 12月以降、平成 24年２月末現在で 160

件程度の契約を受けたと聞いている。制度開始から間もないため、今後の実施

状況等を見ながら、本市に導入できるかどうかも含めて検討していく。 

 

◯尾花委員 次に、市の重要情報のバックアップ対策の強化について尋ねる。

東日本大震災では住民情報、税情報、国民健康保険や年金などの福祉情報、教

育情報などがすべて喪失し、復旧不可能という事態が生じた。こうした状況を

踏まえ、宇美町、志免町、須恵町の福岡県糟屋郡南部３町がトータルコスト４

割削減などを期待し、共同利用という形で災害対策としてのコンピューターク

ラウドシステムを本格導入するなど、バックアップ対策を強化する自治体がふ

えているが、本市では、どのようなバックアップ対策を行っているのか、また

バックアップを行っている情報の種類はどうか。 
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△総務企画局長 住民記録、戸籍、税、国民健康保険、年金、学齢簿などの重要

な情報資産について、バックアップデータを毎月１回、遠隔地に移送保管し、

大震災等による万一の情報資産喪失に備えている。 

 

◯尾花委員 市民生活は日々刻々と変化しており、１カ月に１回のバックアッ

プでは心もとない。各種情報のさらなる安全管理のために、日々の重要情報に

おいても火災や地震に強いバックアップ対策の強化を図る必要があると考える

が、所見を伺う。 

 

△総務企画局長 基幹情報システムで取り扱う重要情報については、月１回の遠

隔地保管に加え、日々、バックアップデータを別棟に保管し、被災時の迅速な

復旧対応に備えている。今後は、災害時における業務継続と早期の行政機能回

復を図るため、クラウドシステムなど最新技術の動向を踏まえながらバックア

ップ体制の強化を検討していく。 

 

◯尾花委員 最後に、防災拠点等の緊急電源対策の強化、再生可能エネルギー

の普及促進、市の重要情報のバックアップ対策強化など、東日本大震災の教訓

を踏まえ、本市が直面する課題解決を図る中で、レジリエントシティーづくり

に取り組むことは、今後本市が、市長が目指すアジアにおいて存在感のある都

市になっていく上で大事な取り組みと考える。市民の命と財産を守り、安全、

安心を確保できるこの最も重要な施策に対する市長の所見を伺い、質問を終わ

る。 

 

△市長 レジリエントという語は、言葉としては普及していないが非常に大切な

概念と考える。また、東日本大震災で露呈したシステムの弱さ、一極集中の弱

さなどのリスクに対し、必要な都市機能を回復、維持できるしなやかな強さが

都市に求められており、地域が自律分散してそれぞれ機能できるようなバック

アップ体制などを確立していくことが重要と考えている。停電時の体制等も踏

まえ、レジリエントなまちづくりを進めていくことが、暮らしの質につながる

と考えており、今後取り組んでいく。 


