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平成２３年度第２回 四街道市市民参加推進評価委員会 会議録 

日 時：平成２３年１１月２５日（金） 

１８時００分～２０時１０分 

会 場：市役所第一会議室（５階） 

１ 開  会 

２ 委嘱状交付 

３ 市長あいさつ 

４ 委員長選出 

５ 委員長職務代理者の指名 

６ 諮  問 

７ 議  事 

１）平成２３年度市民参加手続の実施予定（追加）の審議 

資料№ 行政活動の名称 担当課 

１ 都市核北周辺地区整備計画の策定期間の延期 政策推進課 

２ 四街道市総合計画 （平成２６年度～終期未設定）の策定 政策推進課 

３ 四街道市情報化推進計画（平成２４･２５年度）の策定 情報推進課 

４ （仮称）四街道市暴力団排除条例の制定 総務課 

５ （仮称）四街道市安全で安心なまちづくり条例の制定 自治防災課 

６ 四街道市税条例の一部改正 課税課 

７ 四街道市都市計画税条例の一部改正 課税課 

８ 四街道市介護保険条例の一部改正 高齢者支援課 

９ 四街道市国民健康保険税条例の一部改正 国保年金課 

１０ 四街道市こどもルーム条例の一部改正 こども保育課 

１１ 四街道市まちをきれいにする条例の一部改正 環境政策課 

２）その他 

８ 答  申 

９ そ の 他 

10 閉  会 
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（18：00 開始） 

 

大野政策推進課長 

定刻になりましたので、ただ今から、四街道市市民参加推進評価委員会を開催いたします。 

本日は７名のご出席をいただいており、四街道市市民参加条例施行規則第１０条第２項に規

定する過半数に達しておりますので、本日の会議は成立いたしますことをご報告いたします。 

申し遅れましたが私は、政策推進課長の大野でございます。よろしくお願いいたします。 

それでは早速ですが、お手元の次第に沿いまして、委嘱状の交付をさせていただきます。 

委嘱状交付に当たりましては、委員の皆様の前へ市長が参りますので、その場でお立ちいた

だき交付をお受け下さい。 

なお、お一人目の方のみ全文を申し上げます。 

お二人目以降の方につきましては、お名前のみとさせていただきますのでご了解くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

 

（委嘱状交付） 

 

課長 

ご着席ください。 

続きまして、市長からごあいさつを申し上げます。 

 

市長 

皆さん今晩は。四街道市長の佐渡斉でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

本日はご多忙の中「市民参加推進評価委員会」にご出席を賜りましてありがとうございます。 

また、有識者の委員の皆様には、委員をお引き受けいただき本当にありがとうございます。

また、公募委員の皆様には積極的に応募をいただき本当にありがとうございました。 

本市では、市政の重要な案件に関しまして、企画立案段階から決定の過程、そして実施及び

評価の各段階において市民意見を反映させるため、平成１９年に市民参加条例を制定いたしま

した。 

以来、４年間が経過する訳でございますが、この間、委員会の皆様方には、市民参加手続等

の評価をお願いすると共に、一昨年度にあっては、今回条例を改正させていただきましたが、

条例改正にあたりまして、評価委員の皆様方に１年間を通じご熱心にご議論を重ねていただき

ました。 

お陰をもちまして、内容的にも優れた条例という評価をいただいております。四街道市の市

民参加手続も評価委員の皆さんのご協力やご指摘を受けながら適正に執行しておると思います。 

本日ご出席の皆様方には、今後２年間、委員として市民参加にご協力をいただくわけでござ

いますので、市民参加条例につきましては、再来年度に改正を予定していると、これは、３年

に一度条例を見直して一歩ずつ前進していこうという趣旨でございます。 
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どうか、委員の皆様方におかれましては、市民参加条例の意義に沿ったご審議、ご意見を賜

りながら、四街道市民にとって暮らしやすいまちづくりの実現、四街道市は、安心安全で子育

てしやすいまちを目指して参りたいと存じますので、皆様方にお力添えを是非ともお願いを申

し上げたいと思います。 

整いませんが、委嘱の交付にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。 

今後２年間、本当によろしくお願いします。 

 

課長 

続きまして、委員の皆様をご紹介させていただきます。順番にお名前をお呼びいたしますの

で、その場でお立ちください。 

まず、有識者委員としまして、淑徳大学コミュニティ政策学部教授、石川久委員です。 

財団法人東京市政調査会企画調査室主幹、中嶌いづみ委員です。 

特定非営利活動法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ代表理事、牧野昌子委員です。 

特定非営利活動法人 情報公開クリアリングハウス理事長、三木由希子委員です。 

次に、公募による市民委員として、金子篤正委員です。 

同じく草野幸男委員です。 

同じく田汲明委員です。 

本日欠席ですが、今回から新たな委員としてお願いしております冨樫直子委員がいらっしゃ

います。 

以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、事務局の職員を紹介させていただきます。 

私、先ほど申し上げましたが政策推進課長の大野でございます。よろしくお願いします。 

市民活動推進室長の宇田でございます。 

同室副主査、齋藤でございます。 

続きまして、本委員会につきましては、規則第１０条第１項におきまして、委員長が議長と

なる旨が定められておりますが、現時点では会長が選出されておりません。委員長を選出する

までの間、市長が仮座長として会議を進めさせていただきたいと存じますので、ご了承をお願

いいたします。 

それでは、市長の進行により、会長の選出をさせていただきます。 

なお、委員長は、規則第９条第１項の規定において、委員の皆様の互選によって定めること

になっております。 

では、市長、お願いいたします。 

 

市長 

しばらくの間仮議長を務めさせていただきますので、皆様方のご協力を賜りたいと存じます。 

会長の選出につきましては、委員の皆様の互選となっておりますが、いかがいたしましょう

か。立候補或いは推薦等ありましたらよろしくお願いします。 

 

中嶌委員 
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行政側の政策や条例にお詳しく、また、有識者委員の中で年配でいらっしゃると思いますの

で、石川委員にお願いできればと思います。 

 

（拍手あり。） 

 

市長 

ただいま、石川委員にとのご推薦がございましたが、他にございますでしょうか。 

 

（「ありません」の声あり。） 

 

市長 

はい。無いようですので、石川委員に委員長をお願いするということでよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声、拍手あり。） 

 

市長 

全員賛成という事で、石川委員、よろしくお願いします。 

それでは、委員長に石川委員が決定しましたので、ここで、仮議長の役目を解かせていただ

きます。ご協力ありがとうございました。 

 

課長 

それでは、石川委員には会長席に移動をお願いいたします。 

続きまして、委員長職務代理ですが、規則第９条第３項の規定により、委員長が指名するこ

とになっております。 

石川委員長から指名をお願いします。 

 

委員長 

それでは、ご推薦も頂きまして、これまでもおやりになっていたということで、中嶌委員に

お願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

委員長 

それでは中嶌委員よろしくお願いいたします。 

 

課長 

それでは代表して委員長からごあいさつをお願いいたします。 

 

委員長 
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中嶌委員から非常に適切なご推薦の言葉をいただきました。実は私も一番年頃なんだろうと

思っておりました。他の委員会でもちょうどいい年頃でして、あちこちで委員長をお引き受け

するのですが、私が収まりのいい役なのだろうと思っております。 

これから２年間というところでございますので、一所懸命に役を務めさせていただきたいと

思います。 

ご承知のとおり、前委員長さんの出石さんとは違って少々歳をとっておりますので、あまり

切れる話はできないかもしれませんけど、そこは、永年の緩やかな所を生かして和やかに進め

てまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

課長 

ありがとうございました。では、議事に従い進めさせていただきます。 

次に、市長から委員長に対し諮問を致します。 

 

市長 

四街道市市民参加条例に基づく市民参加手続について諮問。四街道市市民参加条例第１６条

の規定により、下記の事項について公表したいので、貴委員会の意見を求めます。平成２３年

度市民参加手続の実施予定追加分の審議。都市核北周辺地区整備計画の策定期間の延期ほか１

０件でございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

委員長 

わかりました。 

 

課長 

誠に申し訳ございませんが、ここで市長には都合により退室させていただきます。 

 

市長 

では皆様方、よろしくお願い致します。 

 

課長 

ただ今諮問いたしました諮問書は、その写しを皆様方のお手元にもご用意しておりますので

ご参考にしてください。以降の進行は委員長にお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

委員長 

それでは、ただ今市長から諮問を受けましたので、会議を始めていきたいと思います。 

まず、会議録署名人を指名したいと思います。本日の会議の会議録署名人は、牧野委員、田

汲委員にお願いします。 

それでは、会議録における発言者名については、審議会等の会議の公開に関する指針の解釈

運用基準の規定により、原則として明記することとなっておりますので、本委員会においても

明記する事としたいと思います。 

よろしいですか。 
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（「はい」という声あり。） 

 

委員長 

続きまして、傍聴希望の方がいらっしゃるか確認したいと思いますが。 

 

課長 

本日はいらっしゃいません。 

 

委員長 

本日はいらっしゃらないということであります。 

会議の公開・非公開につきましては、議事運営に支障が認められる場合は非公開になります

が、本日の議事内容におきまして支障はないため、審議会等の会議の公開に関する指針により、

従来であれば認めていたということであります。 

本日については無しということなので、このようにさせていただきます。 

では、諮問に移りたいと思います。 

事務局から順次ご説明を願いします。 

まず。１番ですね。お伺いします。 

 

宇田室長 

はい。 

では、すでに皆様方にお配りしてございました、資料に基づきまして説明を申し上げます。 

まず、資料№の１でございます。都市核北周辺地域整備計画の策定期間の延期でございます。

資料№１をご覧いただきたいと思います。 

本案件に関しましては、既に当委員会にお諮りしてございまして、終期が本年度末という事

で予定されていたものを来年度の末まで期間を延期するものでございます。内容と致しまして

は、建設中止となっていた仮称地域交流センター用地を中心とした都市核北地区の総合的かつ

効率的な整備計画を策定するものでございます。 

予定している市民参加手続でございますが、中段やや下をご覧いただきますと、意見提出手

続と致しまして都市核北周辺地域整備計画案に係るパブリックコメントが来年度へと予定変更

になっております。これは当初２３年度に予定されていたものです。 

その下の意見交換会手続につきましても、２３年度の予定でございましたものを２４年度に

実施を延期するものです。 

その下の審議会等手続に関しましては、２１年度に着手しておりますので、終期を２３年度

から２４年度へと延期するものです。 

市民会議手続に関しましても、２４年度に実施するものです。 

一番下のその他の手続といたしまして、市民意向調査ですが、これはすでに２１年度に実施

済みでございます。 

以上のように予定を１年延期するものでございまして、下の欄、市民参加推進本部のコメン

トとしては、予定変更後の実施方法、実施時期は適正であるというものです。 

委員の皆様のご審議とコメントのご決定をよろしくお願いいたします。以上です。 



7 

 

 

委員長 

はい、ありがとうございます。 

それでは、ただ今説明がありました件について質疑をしたいと思います。質疑がある方はお

願いします。 

 

草野委員 

実施段階の方法で、その他の方法は２１年１０月に実施済みとなっていますね。こういう場

合は、全体計画の所謂マネジメントサイクルの各段階として話をすれば、意向調査ではＰＤＣ

ＡのＣ段階になりますね。このような途中段階では、市民に結果を知らせるというか公告する

というか、そういう事はどうなんですか。良く解らないので質問しました。 

 

室長 

当該案件につきましては、都市核北周辺地区整備構想という事で、この行政活動自体がＰの

構想段階に当たります。まだ構想は策定しておりませんので、Ｐの期間の終期が延期されてい

るというものです。 

で、一番下の市民意向調査が終わっていますが、この結果をいつどのような形で公表するか、

したのかについては、既に市政だより等で第一報を入れております。また、今後、審議会手続

き或いは意見交換会手続、最終段階ではパブルックコメントの手続の中で、市民意向調査では

このような結果がでていてこういう経過を踏んでこのような計画案になりましたという説明が

逐一成されながら、市民参加手続が成されます。なので、意向調査は一旦は終了していますが、

長い期間の計画スパンになってしまっていることから、市民の皆様には経過をお知らせしなが

らの計画策定という事になります。その点をご理解いただきたいと存じます。 

 

草野委員 

全体計画の期間が動いたわけですよね。パブリックコメントの際には意向調査の結果が何ら

か反映されなければならない訳ですね。そのための意向調査だったのですから。であるならば、

それがどういう形であれ中間報告を出すべきなのか、否、もし出したのであれば出した事を記

載しておいた方が良いと思います。もし出さないのであるなら、全体計画は先送りしましたが

この結果は出さなくてもいいのですよという性質のものであるのかどうか疑問に感じたので聞

きました。 

 

田汲委員 

構想段階という事だから、構想というのは大体もうできているのですか。 

 

室長 

まだできていないです。 

 

田汲委員 

全然できていない。 
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室長 

はい。 

こちらの市民意向調査が終わりまして、その調査を受けまして現在審議会等手続で審議経過

の中で構想案を策定するという経過を踏んでいる訳です。 

その間に、意見交換会手続を挟んで、市民の意見を反映させながら最終案を定めていく。そ

の最終案も市民に提示して最終的にパブリックコメント手続きを取るという形になります。パ

ブリックコメントで得られた意見等を反映する、しないという経過を踏まえまして成案ができ

ていくという流れになってございます。 

ですから、市民意向調査の結果も、計画策定が済んだ後の次年度の審議の中で全ての手続が

このように終了しましたという事で委員会に諮問致しまして、この計画策定には適正な市民参

加が得られたかという評価をしていただくということです。 

まだ、途中段階については、市民意向調査に関しても評価案件としては上がらない状況です。 

 

中嶌委員 

これは、２１年から延々と取り組まれてきているけれども、まだ意向調査だけであって、そ

の結果は市広報に出されたり審議会に出されたりしていますが、まだ審議会等手続も策定委員

会で案を練っている段階です。そこから意見なり案なりが出されて進んでいくことになるかと

思うのですが、この市民参加手続の実施自体については、期間は伸びたけれどもやり方自体は

変わっていないということです。 

 

室長 

さようでございます。説明不足で済みません。そういうことです。 

 

田汲 

因みに何を作ろうとしているのですか。 

 

室長 

それを市民意見を頂きながら策定していくものですので、未定です。 

 

金子委員 

市民参加とは直接関係無いのですが、１年遅らせた理由というのはあるのですか。既に議論

されたとは思うのですが。何か理由はあるのでしょうか。 

 

室長 

担当セクションが政策推進課の企画調整グループなのですが、社会情勢が変わり、この後の

案件にもて出てまいりますが、総合計画の見直しがなされる予定になっております。そういっ

た時に、中心的な公共用地の土地利用について、総合計画策定と同時進行で検討する事の妥当

性を優先させて、本策定期間を延期したというのが一番大きな理由です。また、総合計画を策

定する際に土地利用構想を併せて作らないといけませんので、市の中心的な位置のかなり広大

な土地にどのような機能を持たせるかというのも土地利用構想の重要部分になるという事も含

まれております。 
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金子委員 

総合計画との整合性を図るためという事ですね。わかりました。 

 

三木委員 

私の記憶の限りでは、計画の延期は初めてこの委員会にあがってきたと思います。今使って

いる予定シートは、従来、当初の予定で作られるものですが、今説明いただいたような決定時

期が延期された事は、本来ならばここで説明がされていないといけません。単に延期するとい

うのではなく、理由があって延期するのだからその理由をシートに記載できるとよいと思いま

す。 

事情を知っている人はわかるのですが、事情を知らない人は「何だろう」という話になって

しまいますので、今ご説明いただいた内容がこの中に記載できるように何か工夫ができないか

なと思います。 

 

中嶌委員 

私、前回の都市核北の委員会に参加させていただいたのですが、一番大きい理由は、途中で

市長さんが変わったことが大きいのかなと思いまして、市長さんの考えでこのままでいいのか

なと受け取りました。私が進めているのではなく一委員として参加しての感じ方なので想像の

域ですが。 

 

三木委員 

いずれにしても、合理的ではない変更というのがあってはいけないと思いますので、合理性

のある説明は、本来は市民に十分になされるべきです。 

結果論として、計画策定が押してきたので、総合計画の見直しにぶつかってしまったかどう

かは知りませんけれど、現実としてそことの整合性を図る必要性が出てきたということであれ

ば、それはそれとして、書く場所がないのでどうしたらよいかわかりませんが、意見として述

べておきます。 

 

金子委員 

私も三木委員に賛成です。どこかに書いておくとよいですね。 

 

田汲委員 

行政の思惑で変更しようとする場合もあるから、なかなか書けないのではないですか。 

 

委員長 

ただ伸びたというだけで、伸ばすのは適正と判断し、それを公開した場合、市民はどういう

ことですかという疑問を抱くことになるかもしれませんね。 

 

金子委員 

ですから、概要のところに書けばいいですね。総合計画と調整をとるために延期するとかけ

ばそれでいいわけですから。 
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それは何か問題あるのでしょうかね。 

 

室長 

いえ。 

三木委員さんが仰った合理的な理由を併せて説明しながらでないと、やはり延期になってい

る理由が明確にならない事になりますので。 

今回、三木委員さん仰ったように予定を延期したのは初めてでしたから、どのように表現し

たら良いのか躊躇しましたが、さらりと書いてしまいました。今後工夫したいと思います。 

 コメント次第では、その内容を反映した予定シートの変更も考えさせていただきたいと思い

ます。 

 

三木委員 

どちらかというと、時期の問題は常態化していいというよりはイレギュラーなものという認

識ですか。今後もあり得るのですか。 

 

室長 

いいえ、あまりあり得ない事です。 

 

田汲委員 

こういうのは広報に載せるのですか。従来２３年度の予定だったものが１年延びましたとい

うことが。 

 

室長 

はい、全部公表します。 

 

田汲委員 

その時には理由が付くのでしょうね。きっとね。 

 

室長 

この内容で載せようと思っていました。となると理由は載りません。この委員会の意見をも

とに理由を付して公表するということはあります。それは、委員会からのコメント次第です。 

 

委員長 

他に質疑等はございませんでしょうか。 

今、出たご意見としては、延期となった理由を記す必要があるのではないかということ。併

せて、このシートがそれに対応するかどうかという話でした。 

結論的な話になるのですが、この委員会は、市民参加の手続に関することを審議するという

事なので、変更後の実施方法、実施時期についてどうかという事を検討する必要があります。 

それについてはいかがでしょうか。 

 

田汲委員 
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手続は問題ないですね。 

 

委員長 

よろしいでしょうか。 

 

（「はい」という声あり。） 

 

委員長 

それでは、最後のまとめの方はご一任頂くという事にお願いしたいと思います。 

一つは、延期となった理由を記す必要がある。併せて、この予定シートで対応できるかどう

かという点も検討して欲しいと、その後の実施方法、実施手続きに関しては適正であるという

風にまとめてみたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

 

（「はい」という声あり。） 

 

委員長 

はい、ありがとうございます。 

では、資料の２番目ですね。お願いします。 

 

室長 

はい。資料の２、四街道市総合計画、これは平成２６年度から終期未設定でございます、の

策定でございます。 

概要と致しましては、少子高齢化や人口減少等への対応、また、災害や防災等対策の再構築

を図るため、現行の基本構想・基本計画を見直し、平成２６年度を初年度とする新たな四街道

市総合計画の策定を行うものでございます。 

市民参加手続の実施根拠は、条例第６条第１項第１号に該当します。行政活動の予定時期に

ついては、計画案が策定される時期という意味で、平成２５年７月に本計画案を策定いたしま

してその後議会等に説明するというものです。 

実施段階ＰＤＣＡサイクルは、Ｐに該当します。 

シート中ほど、予定している市民参加手続の実施方法についてでございますが、かなり多く

なっております。 

まず、意見提出手続の①は、これは、基本構想段階におけるパブリックコメントで、２４年

の６月の予定です。次に、意見提出手続の②で、基本計画部分に係るパブリックコメントです

ね。これを２５年の６月に予定しています。 

意見交換会に関しましては、基本計画案に係る意見交換会ということで２５年１０月から１

１月の予定。 

審議会等手続は、総合計画審議会にお諮りするということで、これは審議会委員が１２名、

うち公募委員が４名で構成されています。２３年１０月から２５年７月までの間、委員会の意

見を反映させながら案を策定するものです。 
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市民会議手続に関しては、ワークショップ方式で考えていまして、今年の１１月から来年の

２月まで５回予定という事になってございます。 

その他の方法が４つございます。まず、アンケート調査。現に、郵送送付済みではございま

すけれど、無作為抽出で市民３千人を対象に実施します。 

②として、四街道市のまちづくりを考えようメールモニターでございます。メールにより行

政モニターのような役割をしていただく市民百名程度をお願いいたしまして、いろんな意見を

メールにより頂くもので、これを１２月から２５年９月まで複数回実施していくものです。 

次に、ポスターセッションです。これは、簡単に参加できるという事で産業祭等のいろいろ

なイベント時に、ポスターを掲示致しまして、四街道市がどのような街づくりを目指すべきか

等の設問に対し、自分が望む政策の部分にシールを貼って投票して頂くという、よく街頭でテ

レビ番組で行っている人気投票のような形で行うものです。このポスターセッションをいろん

なイベント或いは学校等へ出向いて２３年１１月から２４年１月に行うというものです。 

インタビュー調査、今後のまちづくりに向けた市民・事業者の意見・要望等を聴取するため

ということで、１２月に行います。 

市民参加推進本部のコメントは、適正であるという内容です。以上ご審議よろしくお願いい

たします。 

 

委員長 

はい、ありがとうございます。 

それでは早速ですが、質問、ご意見等ある方はお願いしたいと思います。 

 

牧野委員 

はい、初めてなので、適切な質問なのか自信がないのですけれども、これでいうと、実施時

期も２３年１０月から実施の審議会とか１１月から実施の市民会議とか、もう始まっているよ

うな形ですけど、これはもう進んでいるという事でよろしいですか。 

 

室長 

はい。審議会につきましては始まっておりまして、実は、ワークショップに関しては、公募

したところ応募の状況が芳しくなく、１回お流れになっておりまして、再募集をかけて今後実

施を予定しているという状況になっています。 

 

牧野委員 

市民会議ですね。 

 

委員長 

一度流れているとの事ですが、その場合も５回を予定しているということでよろしいでしょ

うか。 

 

室長 
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この予定シートを作成した段階では、内部機関の市民参加推進本部に諮る前に当シートを作

りました。その段階では、まだ１回目の市民会議の期日に迫っていなかったので５回予定でし

た。今回、１回目が流れたので、全体で４回予定となります。 

現段階で、４回と訂正して頂くようにお願いします。 

 

委員長 

今の段階で訂正という事でよろしいでしょうか。 

 

課長 

回数が４回ということと、１１月とあるのは、明日からワークショップを予定していた訳で

すが、参加者が芳しくないという事で、明日の分については中止させていただいて、時期につ

いては１２月からという形でご訂正させていただければと思います。 

 

委員長 

はい、では確認いたします。 

市民会議手続については、実施予定時期の２３年１１月というのを１２月に変える。５回予

定を４回予定に変えて今提案があったという事でよろしいですか。 

はい、では２３年１２月から２４年２月までで４回予定という事でご検討いただきたいと思

います。 

 

中嶌委員 

先程、牧野委員からお話がありました時期の話なのですけども、本来であれば、全ての参加

の手続が始まる前の段階で、手続き実施予定について審議するのが本来かなと思うのですが、

いろんな事業が多分途中から出てきたりする事もありますし、委員会として集まって審議する

日程調整上の都合上、始まってしまう分も幾つか出てくる機会もあるという事で、これまでも

審議を行ってきた経緯があります。その旨で、時期的に適切ではないという指摘があればして

いただいた方がいいと思いますが、今まではそのように審議して参りました。 

 

牧野委員 

はい。承知いたしました。 

 

田汲委員 

意見提出①は、基本構想最終段階での意見聴取と書いてあるけど、２４年度にもう最終段階

になるのですか。 

 

室長 

はい。まず、総合計画を策定するにあたりまして、基本構想を先ず策定たします。 

 

田汲委員 

それは解るけど、最終段階って、中間が２４年１０月なのに最終が２４年６月というのは、

中間より最終の方が先なのは文言が違うから、これは中間段階での意見聴取ではないの。 



14 

 

誤字ではないのか。 

 

室長 

いいえ、そうではないのです。 

まず、構想を一番最初に作って、その後、計画というプロセスになる訳なので、基本構想は

早めに策定させていた… 

 

田汲委員 

基本構想最終段階とある。 

 

室長 

そうですね。基本構想は２４年６月には固めつつあるという段階です。で、この基本構想、

ある一定の市がこういう方向に向かっていくんだというものが確立された後に、じゃぁどうい

う計画にしようかという事で、具体的な計画、政策、施策を位置付けていくわけですね。です

からその後に計画の中間段階というのが、基本構想策定の最終段階の後に… 

 

田汲委員 

意見提出というのは、最終段階の意見聴取と２回でしょ。 

 

室長 

そうですね。 

 

田汲委員 

いや、だからおかしいな… 

 

金子委員 

これね、構想と計画とありましてね。構想とはあらましの大きなもので、計画はもうちょっ

と細かい… 

 

田汲委員 

でも、２４年１０月に中間段階の計画の説明と書いてあるのに、同じ２４年６月に、６箇月

前に最終になっちゃっているから、何か… 

 

金子委員 

だから、構想と計画は違うのですよ。さっき事務局が言ったように。 

 

草野委員 

よろしいでしょうか。インタビュー調査というのは、具体的に市民に対しどんな形でやろう

としているのですか。 
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というのは、非常に興味があるからなのです。他の方法ですと、市民百名程度ですとか４０

人程度とか多ければ３千人抽出するとかあるのだけれど、インタビューの場合は駅とかで適当

にやるのかな。その辺どうかなと思って、どのような構想をされているのかなと思ったのです。 

 

室長 

実は、本来ならば、このように大事な総合計画の予定というものは年度当初に予定が出てき

てしかるべきものですが、大事な計画作りだからこそその設計をどのようにするのか、検討に

随分かかってしまった訳です。ですから、今、予定シートが出てきたということです。 

あまり例を見ないポスターセッションですとかインタビュー、メールモニター等、今までに

ない手法を取り込んで策定する意欲はあります。実際どのように具体的にどこの場面でどのよ

うにインタビューを行うかは煮詰まってない段階なので、予定としてこの時期にこのようなイ

ンタビューがある事を公表させていただきますので、このシート自体を市民の皆様に公表する

事により、ご覧いただいた市民の皆さんが「どんなインタビューなのだろうか」と興味を示し

ていただき問い合わせていただくことになると思うのです。その時に、実施時期が１２月なの

でその時には内容が確定している段階です。でも、もう１１月下旬なのですが、その情報がこ

ちらに届いてなくて申し訳ありません。 

ただ、手続き的にそういう事をしますという告知です。委員さんは、どのようなインタビュ

ーかというご関心の表れで今の質問を頂いたのですが、明確な答えにならなくて申し訳ありま

せん。 

 

委員長 

このシートをそのまま公表する事になりますと、評価委員会で検討して「適正である」とい

うコメントを出した場合に、その適正というコメントを出した時期と実施時期が逆転している

という事が往々にしてありますよね。それは少々具合が悪いのではないかなと考えます。 

つまり、参加手続なのですから、手続きをどうするかという話しですよね。それで良いでし

ょうという答えを出す筈なのに、実は始まっていて或いは中味がまだわからないのでは好まし

い状態ではないですね。 

 

三木委員 

先程の都市核北周辺地区整備計画も、基本構想基本計画の見直しが入るのである程度整合性

を持たせるため延期するという話だったので、最初の諮問と次の諮問とが参加の時期がリンク

してこないといけないと思います。この点心配なのですが、どうなのですか。 

 

室長 

そこまでは関連付けてヒアリングをしていませんでした。 

 

課長 

三木委員の仰る通りだと思います。都市核北は、総合計画の中でも土地利用上の重要な位置

づけであることは確かです。ただ、総合計画自体は都市核だけではございませんので、市全体

の将来ビジョンという観点では３年かけて作っていくものです。そのスケジュールの中での市

民参加手続という事でお示しさせていただいた訳です。 
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都市核となると、その区域での具体的な話になってしまいますので、まして皆さんご存知の

とおり住民投票があって反対が過半数を占め中止になったという過去の経緯もございます。政

策推進課としても市としてもですが、このような事がないように、都市核についてはより慎重

に物事を進めていかなければなりません。 

総合計画は市の将来ビジョンですから、市民の皆様のご意見を聞いてつくっていくというこ

とで考えておりますので、市民参加手続以外のありとあらゆるものを研究してやってゆきたい

と考えています。 

そういう意味で、両方を手続上でリンクさせるというのは非常にスケジュール的にも困難と

いうこともございます。ただ、三木委員が言われたとおり、確かにリンクしていかなければい

けない事は肝に銘じておきたいと考えていますが、事務を執行する立場としてご意見させてい

ただきますと、少々難しい部分もございます。 

 

田汲委員 

委員長が言ったのは、委員会に諮る前にもう始まっちゃっているのですね。もっと委員会を

早く開きなさいということですよね。 

 

委員長 

そうですね。でなければ参加手続を遅らせるか。 

 

金子委員 

そうなると、もっと委員会を開かなければならなくなりますね。それも大変ですね。 

 

委員長 

勿論、原則でのことです。原則として出来るだけ早めにやっていくと言うことです。間に合

わないものを無理やりと言うわけには行かないので、原則としてということです。 

ただ、今の話を聞いていて心配になったのは、先ほど一応まとめた都市核北のパブリックコ

メントが果たして２４年度に出来るのだろうか、と逆に心配になってきます。 

総合計画と併せて検討してゆかないと、まちの将来に関わる問題なのでということだったの

で、そうすると、否が応にもリンクせざるを得ないのではないか。その時に、具体的な計画が

先に決まって後から総合計画が決まっていくというのはどうも不都合と考えられます。当市の

将来像がだんだん決まってきて、土地利用はこんな風にというものがあって、都市核北をどう

するかというのが普通の順番じゃないのかなと思われます。なので、心配ですね。 

 

三木委員 

基本構想で大きな枠が出来れば、都市核北の議論が出来るのかどうかというのは私はわかり

ませんが。 

 

田汲委員 

行政の思惑で動いているから、なかなか難しいのではないか。 

 

課長 
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基本構想の中の土地利用という中で、都市核についてもどうして行くかと言うことまでも探

ってゆきたいと考えています。そういう意味では２４年度と捉えています。 

今年度中に、基本構想案については、原案的なものをある程度策定までは行かないものの明

らかにしまして、それで、年度明けてから基本構想案の最終的な案をどのようにするかと詰め

てゆきたいということです。なので、２４年度には都市核の土地利用が明らかになるというス

ケジュールに基づいて２４年度にさせていただいています。 

 

草野委員 

新たな四街道の総合計画でしょ。ということは、現段階も総合計画はある訳ですね。その中

で都市核ともリンクしていていれば、発展的に新たな計画へうまく移行できるような全体像の

構想というのがあるのではないですか。 

 

課長 

現行の総合計画でも都市核北が土地利用はございます。 

 

草野委員 

内容が変わるけど、項目は、現段階のものにも都市計画が、市長が変わったから考え方が変

わってくるだろうというのはわかるけど、実際の都市計画、総合計画はある訳ですよ。その中

で都市計画が少し先行している部分があるかも知れないけど、新しいものにどう反映していく

かということです。 

 

課長 

仰る通りです。今回新しい総合計画を作るにあたってその点を反映して行かなければいけな

い。 

 

草野委員 

だと思いますね。 

 

課長 

全体の中で、地域交流センターがそのままで良いのかという議論はありますので、新しい総

合計画では新しい土地利用を反映して行くものです。 

 

草野委員 

終期未設定とあるのは、実際できた段階では５年計画とかそういう事になるのですか。或い

は１０年計画とか。 

 

課長 

事務担当者レベルでは、これ位がいいかなと考えておりますが、終期設定については庁内全

体の検討組織や総合計画審議会などの中で諮問し、最終的には１０年がいいのか２０年がいい

のかというのを決めて行きたい。現時点では、まだ終期を結論付けていません。 
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中嶌委員 

確認させていただきたいのですけれども、田汲委員がご指摘くださった基本構想と基本計画

なんですけれども、それぞれのパブリックコメントの実施予定時期に差があるのですが、通常

多くの団体は基本構想と基本計画を同時期に策定をする、同じ時期に決定をするというところ

が多いかなと思うのですが、四街道市の基本構想、基本計画の場合はバラバラの時期に決定と

なるのかという事が一つ。 

それから、決め方においては、基本構想も基本計画も同じ手続をすると考えてよろしいので

すか。それを確認させていただきたいのですが。 

 

課長 

まず、１点目につきましては、別々の時期に議会に上程する予定でございます。ですから、

先に基本構想を、将来ビジョンを定めた後に、これに基づいて具体的な施策、計画ですね、こ

れを定めて行きたいと考えております。約１年ずれていきたいと考えています。 

手続については、ワークショップは基本構想の段階からやりますが、基本計画についてはタ

ウンミーティング的な地域懇談会とかの形でより多くの方々にお示しした上でご意見をいただ

きたいという事ですので、若干手続的な事が異なってきます。 

ただ、総合計画審議会については、それぞれ案がまとまった段階でそれぞれかけて行くもの

です。 

実は、やり方がいろいろあると思います。前回総合計画を作ったときは、基本構想と基本計

画は同時期に議会に上程しましたし、総合計画審議会にもかけています。多くはそういう団体

が見受けられますが、基本的な考え方としては、構想で目標を何点か設定したうえで、そこへ

向かって計画というものがあるべきだろう考え方に基づいて、まず構想を仕上げるという形で

考えています。 

 

委員長 

はい。基本構想を先行させて、それに基づいて基本計画を作っていくという考え方で進めて

いるという事だそうです。 

本題の手続に関してご意見を頂きたいと思います。 

 

金子委員 

今の総合計画の審議会の委員を宛て職として担っていましたので、今の総合計画の審議に比

べるとたくさんの手続があり素晴らしいと思います。けれど、私の疑問として、市民がここま

で応じてくれるのかなと。インタビューがあってアンケートがあって、手続きがいっぱいで素

晴らしいと思いますが、私の感じでは全部できるのかなと心配です。 

 

田汲委員 

こんなにやって貰ってという気がしないでもないですね。 

 

課長 

仰るように、逆に見た場合に、ここまでやる必要があるのかというところまでお示しさせて

いただきたいというのが、事務局の考えです。 
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金子委員 

もし意見を言わせてもらえるのであれば、インタビュー調査は来月なのですが、曖昧な調査

となるとマイナスなので、手続きを減らすとは言えませんけど、一月でどうやってインタビュ

ーするのだろうと心配です。 

 

田汲委員 

総合計画自体もあるのだろうね。 

 

金子委員 

これは、新しい総合計画だからいいのですけれど、アンケートがありインタビューがあり市

民会議があり、同じ人が何回も意見を言う可能性がありますよね。 

 

委員長 

その心配はあるのですけど、市は、このように手続をして行きたいということです。それに

ついてどうかという話なので、 

 

金子委員 

私申し上げたように、手続きは素晴らしいです。ですが、私は省略してもいいと思います。

でも、この会議が、省略するという意見を出すことが妥当かどうかは私はわかりませんが、減

らす方向でいいと思います。 

 

委員長 

そういう場合はどのようにしたらよいでしょうか。なかなか難しいですね。やらなくても良

いというコメントというわけにもいかないでしょう。 

もし実施してみて、出来なかったら、何故できなかったのかをはっきりさせればいいという

ことですよね。 

 

課長 

できなければ、理由を付して公表することとなります。 

 

金子委員 

そうであれば結構でございます。 

 

田汲委員 

でも、挙げたからにはやらなくちゃいけないですよね。 

 

委員長 

はい、では手続についてはよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり。） 
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では、手続きについては適正であるということとし、原則として手続開始前に当委員会で検

討した方がより良いということを付け加えておきたいと思います。 

ありがとうございます。 

それでは３番の説明をお願いします。 

 

室長 

はい、資料３です。 

四街道市情報化推進計画の策定で、これは平成２４、２５年度の計画でございます。 

現行の計画が２２，２３年度。これを引き継いで、新たに２カ年の計画を策定するというも

のです。 

市民参加手続の実施項目は、資料中ほど、意見提出手続を来年の１月、意見交換会手続を今

年度１２月、市民会議手続を１１月という事で、これも実施を過ぎております。実は、これも

公募したところ応募がゼロだったということで中止になりました。 

これに関しましては、来年度当初に今年度実施シートを審議して頂く事となりますが、その

際に市民参加手続ができなかった理由をご説明する事となる訳ですが、今、このような時期で

すので応募は無かったという事をここで報告させていただきます。 

また、当初、審議会等手続を行わず市民会議手続にて意見を集約しようと考えていたところ

でございますので、本来ならば審議会等手続と市民会議手続のいずれか一方を行政上特段の支

障がない限り行うものとするというように条例でも定められておりますので、どちらかを行わ

ないと手続的にコメントの対象となる訳ですが、本件はそういった状況でございました。 

市民参加推進本部のコメントと致しましては、市民鍵手続実施前でございましたので、適正

であるというコメントでございます。 

以上でございます。 

 

委員長 

はい。 

それでは、質問、ご意見等お願いします。 

やはりちょっと違和感があるのですよね。２３年１１月の実施予定時期とこの会議が同時期

ということになって、これで適正であると果たして私どもが言っていいのかというね。なかな

か難しいところではありますので、「そういう予定は適正である」と言えたとしても。 

いずれにしても、これができなかったという事が報告で出てくるとすれば、それはそれでい

いという事なのでしょうかね。 

 

金子委員 

これは感想ですけど、先ほどもそうですが、なかなか応募者がいないと寂しいという話です

ね。せっかくこうやって公表しているにも拘わらず。今月の市政だよりにも書いてありますよ

ね。市民会議が応募者の定員に満たないので中止になりましたと。市民の責任かもしれません

けどね。手続が悪いのではなくて、参加してくれないのですから。これはコメントではありま

せんが。 

 

委員長 
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手続としては適当という事でしょうか。 

 

三木委員 

手続ではないのですが、意見がつまらないとかいいとかの問題は、四街道市に限ったことで

はないのですが、委員の募集はどういう情報提供を行っているのか。それは各所管課に委ねて

いるのか、それともある程度、要は、どういう内容を議論するのかとか何をするのかとか情報

化推進計画ってわかるようでわからないという所があると思いますので、その点は現行どうい

う運用になっていますか。 

 

室長 

はい。当課に相談があれば、今までもこの委員会の中でも専門的な分野についてはわかりや

すい資料を添付して説明する事が望まれるなどのコメントを頂戴したことがありました。です

から、適宜担当課にアドバイスとして申し伝えることは可能ですが、この場合はどのような広

報を打つべきだろうかという相談は無かった訳です。実際は、募集したけれども応募は無かっ

たという相談が一番最初に来たという状況です。 

 

三木委員 

折角その手続を行っても、市民になかなか伝わらないという状況だとすると、非常に残念と

いうか条例の資質に関わってしまうのではないかと感じてしまいます。 

 

金子委員 

市政だよりにちゃんと出ているんですよね。私は全部目を通すとは限りませんガ、自分の会

社報に目を通さないのと同じように、恐らく読み飛ばしてしまうのではないかと思うんですね。

ですから、他にいい方法があればいいのでしょうけどね。 

 

室長 

思うに、市民参加条例が施行されて、いろんな行政活動に市民参加の機会を告知する訳です

けど、市民側も「あ、そうなのか」とやり過ごしてしまう。何もない時は、行政にもの申した

いとか行政に自分の意見を届けたいなどの思いを強くお持ちになるのでしょうけど、このよう

に機会がたくさんあると「いつでも言えるのか」ということで、かえって言わず仕舞いになっ

ているのではないかと最近つくづく感じます。 

 

田汲委員 

昔は結構多かったのですか。 

 

室長 

ええ。市民参加条例を施行する前に、ワークショップとか様々な意見交換会等を模擬的に始

めた時期があったのですが、平成１９年の４月に市民参加条例が施行されましたが、それより

５年くらい前からぼちぼちパブコメとかワークショップをやり始めました。そういった時には、

かなりの市民の方々が参加していただいたという経緯は御座いました。 
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三木委員 

例えば、普通に仕事をしている立場の人達からすると、会議が何時に開かれるのかわからな

いと手を挙げないですよね。昼間の時間を割かなきゃならないと休みを取らないといけません

ので、そうすると、最初からいつ開かれるのかがわからない会議にはそもそも関心が無く手も

挙げないという事になります。逆に、夜に会議をしますという事であれば、私も地元で夜の会

議だったら手を挙げることもあるので、これをやったら市民が手を挙げやすいかというのは、

市民目線で考えるといろんな工夫が必要です。なかなか会議の時間を夜に決めるという事は難

しい事で、一筋縄ではいかない事ですけども、比較的市民参加推進評価委員会は、夜間の開催

で一貫してやっていただいているので、仕事している方も参加しようと思えば参加できる時間

にやっていただいています。 

市民だけの、例えば市民会議手続のような場合は、できれば夜間の方がいい場合もあるので

はないかと思います。 

審議会等手続になると、委員長の都合等でその辺はちょっと難しいかなとも思いますが。 

 

草野委員 

私も昨年、一昨年と２年間担ってきて、折角市民参加条例というものができて、これは市民

の権利だよと謳われているにも拘わらず、どうしても意識的に積極的に参加していると見受け

られないケースが今までにあったわけです。例えば今年のテーマとして如何に参加をさせるか

という事の啓蒙運動をどのようにするのかがやはりどこかで行われないといけないのかなと思

います。 

 

金子委員 

時間がないので端的に言いますが、私も同じことを考えていたのですが、手続きは私はこれ

は市政だよりにも出ていますし問題ないと思います。ただ、市民が参加しない事について、市

民がどうやったら参加するかという事を考えるのがこの委員会の役目とは違うんですよね。そ

れを考えると、仏つくって魂入れずではありませんが、どのようにしたらよいのかという事を

別の機会に考えていただければいいのではないかと思います。これは本筋とはちょっと違いま

すが。 

 

委員長 

そう思いまして、私も今条例を見たところですが、意見は言えるようですね。 

 

田汲委員 

市かあまり積極的になると、やらせになっちゃいますからね。難しいですよ。 

 

金子委員 

これは、別の機会に考えなければいけない事だと思います。 

 

委員長 

では、手続きについては適正であるということでよろしいかと思いますが、この手続の実質

化ですよね。この実質化をどう図っていくかというのは検討を要するところだと感じます。 
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表現方法はお任せいただいてよろしいでしょうか。 

 

（「はい」という声あり。） 

 

委員長 

では、手続きは適正であるという事と、参加手続の実質化をもっと進めたらいいのではない

かという事をこの場ではまとめておきたいと思います。 

では、４番ですね。 

 

室長 

資料４です。仮称四街道市暴力団排除条例の制定で、概要でございますが、暴力団の排除に

関する基本理念を定め、市民、事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する

事項を定めることで、暴力団の推進し、もって市民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に

寄与する事を目的に条例を制定するものということで、市民参加の対象とする根拠として２点

チェックがあり、第１項第２号の市の基本方針を定める条例の制定、その下の市民の権利義務

に何する条例の制定に該当いたします。これは、来年３月公布で来年６月施行の予定です。市

民参加手続の実施予定内容は、意見提出手続を２３年１１月から１２月にかけて実施。その他

の方法と致しまして、地区連絡協議会、これは、条例の制定に伴う区長自治会長全員の意見を

集約し聴取するということで、四街道の場合、区自治会が全部で８３地区ございますが、この

会長を対象に行うものです。これを１１月から１２月にかけて５回開催いたします。 

その下に、規定の市民参加手続を実施しない場合の理由ということで記載しておりまして、

規定の市民参加手続きとは何かと言うと、第１号の意見提出手続（パブリックコメント）は必

須でございます。これは実施を予定しているので、これはクリアされます。次に、第２号の意

見交換会手続に関しては、意見提出手続を補完する意味を含めて実施をすることが望ましいと

いう努力規定となっています。その次の審議会等手続と第４号の市民会議手続に関しては、審

議方式で市民意見を集約するという意義があり、こちらは、いずれか一つの手法を行政上特段

の支障がない限り実施するものとすると条例上に規定しております。第３号と第４号のいずれ

か一つを実施するというのが規定の手続でございます。 

この規定の手続を実施しない理由をここに記載しております。 

読みますと、本条例の審議を所掌する審議会等を設置していないため、審議会等手続を実施

することができない。本条例は、予め県が示した制定例をもとに理念を中心とした構成に留め

るため、市民会議手続の実施意義に沿うものではない。 

ここで、市民会議の意義というものをご説明いたしますが、前回、前々回の委員さんの中で

市民会議の意義を確認して頂いているところですが、市民会議に参加した市民の人たちに発議

をしていただきながら、構想段階、何も案が策定されていない段階で市民会議が案を創りあげ

ていくという過程に意義があると位置付けられております。ですので、予め県が示した制定例

をもとに理念を中心とした構成に留めると今回本市条例の内容を定めたというようなことでも

あるので、市民会議の市民参加意義に沿うものではないという結論に位置付けている訳であり

ます。 

これらの理由で審議会等手続も行わないし、市民会議手続も行わないというものではござい

ますけれど、以下読み上げます。 
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以上のことから、規定の市民参加手続を実施しないものであるが、上記２手法で得られる市

民意見と同様効果を期待する方法として、市内８３地区の区長・自治会長で構成する地区連絡

協議会を地区別に５回設定し、予め条例案を示したうえで意見交換会として開催するものであ

る。 

ここで、意見交換会として開催するとありますが、第２号の意見交換会手続は、不特定多数

の方が参加できるものなので、こちらは自治会長の会議という設定ですから意見交換会手続に

は該当しない訳で、その他の方法として位置付けているものでございます。以下読み上げます。 

なお、各区・自治会には、事前に条例案を提示し、自治会内での検討の期間を設定すること

で意見の集約を期待するものとする。 

という理由があって、規定の市民参加手続を実施しないと位置付けたものでございます。 

これに対しての市民参加推進本部コメントは、規定の市民参加手続を実施しない理由は、妥

当である。実施時期は適正である。でございます。 

以上、よろしくお願いします。 

 

委員長 

はい、ありがとうございます。 

という説明でしたけれど、質問ご意見等ありましたらお願いします。 

 

草野委員 

言葉尻を捉えるようで申し訳ないんだけれど、「以上のことから、規定の市民参加手続」と

書いてあるでしょ。規定というのは全体だよね。例えば３号４号のいずれかはやらないけれど

も、１号はやる訳ですよ。で、言葉尻で申し訳ないけど、規定といういい方をすると、１号ま

で入って全部やりませんよという風に捉えられないかなと懸念されます。 

ですから、ここは、３号４号をやらない理由という風に具体的に書いた方がいいと私は感じ

ますが。 

 

委員長 

そうですね。２，３，４号の手続をとらないという意味はわかりますよ。確かに今仰ったよ

うに何もやらないように聞こえてしまう事もありますね。 

この文言を変えることはできるんですか。 

 

室長 

公表する前に、適正な文言に修正すべき旨のコメントを頂ければ、修正したうえで公表させ

ていただきます。 

 

草野委員 

修正いただけないものでしょうかね。 

 

委員長 

そうですね。その方がいいですね。 
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中嶌委員 

今、２、３、４号の手続をとらない理由について説明を頂いたのですが、それが、行政上特

段の支障がある場合というところに本当に当たるのかどうかということは、特に市民委員の皆

様からご意見を頂ければと思います。 

手続としては、地区連絡協議会は、区長自治会長さん８３名に集まっていただいて意見を聴

取する事を５回もやるのですから、それなりに他の手続をやるだけの手間というか… 

 

田汲委員 

これは、各地区で行うのですから、実際には一人１回の出席という事です。 

 

中嶌委員 

一遍に集まらないということですが、地区連絡協議会の開催で良しとするのかどうかという

ことについてご意見があればと思います。 

 

金子委員 

私は、この暴力団排除条例の性格からして、あえて意見を聞くことはないと思います。この

問題は関係者が入ってくる可能性もありますから。 

私は、この条例に関しては、審議会や市民会議は実施しないけれども地区連絡協議会を開催

することで適正だと感じます。 

 

委員長 

他にはいかがでしょうか。 

 

三木委員 

一つは、規定の市民参加手続というのは、８条３項の事ですよね。 

 

室長 

仰る通りです。 

 

三木委員 

８条３項に定める市民参加手続はしないという事を先ずは明確にしていただければいいと思

います。３号４号とか号を並べるよりはどの条文なのかというのは条例上明らかなので、私は

その方がすっきりしていていいと思います。 

もう一つは、予め県が示した制定例というのは、これは参考ですよね。従わなければならな

いものではないという大前提をはっきりさせておきたいなと思います。 

四街道市として独自のものを入れようと思えばそこを拘束するものではないと思うので、制

定例を中心とした構成に留めるという決定判断をしているという前提のもとに意見を聞きます

よという手続になることですね。 

そういう判断のもとに条例案を作りましたという説明がここに入っているといいかなと感じ

ます。 
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委員長 

そうですね。分権の見地から言うと、県が示したからやるんだというわけにはいかないです

ね。 

県警が依頼してきたからやるというのでは消極的過ぎますね。 

これは、発表するときは変えたほうがいいかもしれませんね。 

今仰ったように、市としては理念を中心とした構成に留めるんだということといろんな意味

での利害関係が市民に波及するということを心配しているということもあるでしょう。それが

わかるようにすればね。そうであるならば、理念を中心とした構成に留める事を予定している

ためとか、この点は書き込んでおいたほうがいいのかなという気がしますね。 

ですから、表現に工夫をしてくださいという事は申し上げてもいいかと思います。適正な表

現に書き換えてくださいと。そのうえで、手続については適正でよろしいですか。 

 

（「はい」という声あり。） 

 

委員長 

はい。ありがとうございます。 

それでは、表現を適切なものに変えていただくというのが一つと、二つ目は手続については

適正であるということでまとめておきたいと思います。 

では次、５番お願いします。 

 

室長 

次の案件です。 

名称は、仮称四街道市安全で安心なまちづくり条例の制定でございます。 

概要でございますが、安全なまちづくりの基軸となる基本理念を始め、市、市民、事業所な

どの役割や取り組むべき基本となる事項を定め、市民総ぐるみによる「安全に安心して暮らせ

る社会の実現」をめざすこと目的に条例を制定するもの。ということで、以降、今の案件と全

く同じ内容になってございます。 

 

委員長 

はい。ではご意見は。 

 

草野委員 

同じですね。 

 

金子委員 

今と同じです。 

 

委員長 

では、これについても前のコメントと同じでよろしいでしょうか。 

 

中嶌委員 
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私としては、本条例を所掌する審議会を設置していないため審議会等手続を実施する事がで

きないという事がちょっと納得ができないところで、暴力団排除条例も理念的なものにするた

めに市民に具体的な利害が関わらないものとなるので意見提出手続とその他の方法に留めると

いう事にするとしても、安心で安全なまちづくり条例という四街道固有の条例を定めるという

事なので、皆さんどれだけ参加してご意見を頂けるのかどうかはわかりませんけれども、基本

的にはご意見をとるべきではないのかなと思います。 

 

田汲委員 

安心安全条例はね、私もどこかで関わりましたが１年くらいかかりました。審議会を設けパ

ブリックコメントも行い、でもその頃はまだ形ができていなかったから、今はもう形が出来上

がっちゃったから難しいかもしれませんね。 

言っていることはよく解りますけど。審議会はなければ作ることはできないの。 

 

委員長 

ま、そうなんですけど、作るか作らないかは実は私どもが言うべきことではないので。 

ただ、この条例に対する取り組みを市では態度を決めている訳ですよね。要するに、県下一

斉に同じ内容で行きたいんだという姿勢を示しているので、その適否をここで論ずる訳にはな

かなかいかないと思うのです。だから、中嶌さんの仰ることはよく解ります。 

 

中嶌委員 

せめて意見交換会だけでもできないものでしょうか。 

 

委員長 

仮に意見交換会を実施したとしても、多分市は所定の条例案で行きたいとなると、それが市

民参加に馴染むかという根本的な部分としてでてはくるのですけど。 

 

三木委員 

暴力団排除の条例と安全で安心なまちづくり条例というのは、おそらくセットで今後パブリ

ックコメントがやられたり地区連絡協議会もセットで行う事を想定しているんだろうと思いま

すが、少し重なる部分はあるけれども意味合いが違う条例ではあります。安全安心条例はどち

らかというと市民みんなで主体的にというところがあるので、そういう意味では市民がそもそ

も条例に関心を持ってもらわなければ条例が実質化しないという事もあるかなと思います。 

そういう意味では、セットで手続という進め方もわかりますが、条例制定後の実質化を考え

るとより広い市民の関心を得る方法を模索した方がいいのではないかと思います。 

 

田汲委員 

安心安全条例というのは時間をかけてやらなければいけないものなのでしょうか。案文は既

にできているんでしょ。 

 

委員長 

県が示したものはあるんですよね。 
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やり方だとは思うのです。とりあえずこれで走っておいて、それを実質化するための手続を

とっていくという方法もある訳です。 

ただ、関心を持ってもらう、参加してもらうという事を前提に考えてみると、確かに意見交

換会ぐらいはやっていただいてもいいかとは思います。 

 

田汲委員 

安心安全条例の準則のようなものは県が作ったのですか。 

 

室長 

準則というよりも制定例です。 

 

委員長 

実際に、意見交換会手続は行うべきであるという結論がこの委員会で出た時に、具体的な対

応はどうなんですか。 

つまり、提案してもとても無理だという事を無理やり提案するべきではないという気もする

のです。 

 

室長 

担当課はここに示した通りの考えです。 

 

委員長 

行う気はないという。 

 

室長 

はい。 

 

金子委員 

私はこの内容がわからないのですが、理念とありますから、抽象的な内容を並べているにす

ぎないのでしょうね。具体的に四街道でのことは明記していないですよね。ひな形で決まって

いる事だけで。抽象的なことだけなのではないでしょうか。 

 

草野委員 

文化センターにみんなで地域づくりセンターがあるでしょ。あそこが主催している防災講座

がこれと同じ事をやっているんですよ。全部で７回くらい開催するんですけど、ここには、市

民が出てきて具体的意見をいろいろ出しているんです。でもこれは講座だから、ここでの意見

を集約している訳ではないんですよね。この講座には地区連絡協議会の方がだいぶ出てきてい

る訳ですよ。で、内容というのは、安全で安心なまちづくりの基本は、各自治会がそれをきち

んとやっていかないといけないんです。そういう面もあり、安心安全まちづくりの関係では、

ここの防災グループは、地域に防災組織を作れと言っている。それを行っている時に、今みた

いな形で具体的に、特に３．１１の災害があったから具体的に住民をどうするかという事で防
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災講座をずっと続けている。そういう面では中身をもう少しやれば、私はかなりいいものがで

きるのではないかと思っていたんですけど。 

地域の区長とか自治会長を集めて５回やっている、一人は１回しか出ないのかもしれません

けどね。いずれにしても防災組織を作れという形の中で、指示しているんですね。それとこれ

とをどうリンクさせるかという事を整合すればよくできているのではないかなというかやって

るなと思うんです。 

中味が市民参加条例にのっとったものであるかどうかという点では疑問がありますが。 

 

中嶌委員 

私は、４と５とを合わせて、本来的には条例制定であり、３号４号の、条例第８条の３項に

定める手続も本来的には取るべきと考えています。ただ、この形で制定をしてしまうのであれ

ば、具体化ですとか条例の改正に向けて市民参加手続を経て議論して頂きたいと希望します。 

 

委員長 

それは私も思っていまして、担当課がそのように意欲があまりないのであれば、当委員会と

しては、条例ができた後に具体化実質化に向けて今後市民参加を進めていくべきだなという意

見を付さない事には、「理念だけ定めてとりあえずやりたいのですね、いいですよ」という訳

にはなかなか行かないところです。 

どうでしょう。 

 

中嶌委員 

これまでは、条例の制定については、委員会ではかなり厳密に議論してきたので、特段の理

由という例外を記す時にはあまり軽く考えてはいけないと思います。 

 

委員長 

「条例所定の手続きは取るべきである」とのコメントを付さない事もないですが、私は年寄

りなものですから、それはやはり、今後に期すべきと訴えておかないといけないのかなと思い

ます。 

 

草野委員 

わかりました。 

 

委員長 

原則としては、条例制定については所定の手続きを採るべきであると書いていいと思います。

ただ、時期を急いで創りたいという事であるならば、今後きちんと実質化していく必要がある

という仕切りはしなければいけないと思います。 

 

金子委員 

そうですね。 

 

委員長 
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そうすると、コメントとしては、「本来は条例上所定の手続きを採るべきである。しかし、

早急に理念を定めて市民にアピールしなければならない事情があるのであれば、今後、実質化・

具体化に向けて市民参加を進めていただきたい。」というコメントを付けるということで進め

たいと思います。いかがでしょうか。 

 

（「はい」という声あり。） 

 

委員長 

よろしいですか。はい、ではそのようにお願いします。 

原則を書くといくことと、今後このようにしていただきたいということを書くという事です。 

では、６番目お願いします。 

 

室長 

はい。資料６です。 

四街道市税条例の一部改正でございます。 

内容と致しましては、地方税法等が一部改正されました。その一部改正に伴い、税法に定め

る額への過料の引き上げ、寄附金控除の拡大、特例措置の延長、あと、法令引用条項の整理等

のため、改正をするものでございます。 

市民参加手続の対象とする根拠は、第３号の市民の権利義務に関する条例の改正にあたりま

す。 

これに関しましては、行政活動の実施時期は、平成２３年１２月施行ということで、１２月

議会がこれから開かれますが、ここに条例を提案するものでございます。 

この案件に関しましては、市民参加の対象ではありますけれども、市民参加手続を実施しな

いというものでございまして、実施しない根拠は、第１号の軽易なもの、第３号の法令の規定

により実施の基準が定められておりその基準に基づいて行うもの、第５号の市税の賦課徴収に

関するもの、これらに該当するという内容になっております。 

詳しい理由と致しましては、６月３０日施行の地方税法等の一部改正に伴って、法律の基準

に整合を図るため、過料の引き上げ、寄附金控除の適用下限額の引き下げ、肉用牛売却による

農業所得の課税の特例の延長及び法令引用条項等の変更を行う改正であり、法令基準の準拠、

市税の賦課徴収及び軽易な改正に該当するというもので、１号、３号、５号に該当するという

内容になっています。 

市民参加推進本部のコメントは、市民参加手続を実施しない根拠及び理由は適正である、で

ございます。以上、よろしくお願いします。 

 

委員長 

はい、ありがとうございます。 

これについて、ご質問、意見等ありましたらお願いいたします。 

 

田汲委員 

これはいいですね。 
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委員長 

実質上ないですよね。あえてやるという事ができない訳ではないですけど。あとでいろいろ

な問題が起きるんですよね。 

よろしいでしょうか。 

 

（「はい」という声あり。） 

 

委員長 

はい、これに関しては「適正である」としたいと思います。 

 次お願いします。 

 

室長 

はい、資料７です。 

四街道市都市計画税条例の一部改正。これも地方税法の一部改正によるものでございます。

なお、都市計画税条例に関しては、法令引用条項のみの改正でございます。以上です。 

 

委員長 

はい。これはよろしいですね。 

 

（「はい」という声あり。） 

 

委員長 

はい、ありがとうございます。 

 では８番。 

 

室長 

資料８、四街道市介護保険条例の一部改正でございます。 

概要といたしましては、現在、介護保険事業計画を策定中でありまして、この策定に伴い平

成２４年度から平成２６年度までの３カ年間の介護保険料率を新たに設定するため、現行の保

険料率の見直しを行うものというのが内容となっています。 

市民参加手続の対象とする根拠は、第３号、市民等の権利義務に関する条例でございます。 

この条例は、来年３月公布で４月１日からの施行の予定でございます。 

なお、これは、市民参加手続を実施しない条項に該当させてございます。その根拠として、

第 1 号の軽易なもの、第２号の緊急に行わなければならないもの、第５号の市税の賦課徴収そ

の他金銭の徴収に関するものでございます。 

詳しい理由です。本条例で新たに設定する介護保険の保険料率は、現在市民参加を経て策定

中である次期介護保険事業計画において算定される保険料基準額及び所得段階と保険料率に基

づき決定するということになっています。 

で、介護保険事業計画の計画策定は、本年度末の予定であります。この条例は、２４年４月

施行になる訳でございますので、計画が策定されてから条例を施行するまでの期間においては、
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市民参加手続を実施する暇がないということで、改正事項も保険料率に関するものであるため、

第２号及び第５号を適用させるものでございます。 

また、まだ確定ではないのでございますが、改正介護保険法、これは２４年４月１日に施行

される予定になっておりまして、今案の段階になっています。これに伴う政省令が改正される

と、現在の介護保険条例に引用項目があるため、その条ずれが生ずるという可能性もあります。

もしそうなった場合にこれは軽易なものとして１号を適用させるというものです。 

なお、カッコ書きにございますとおり、介護保険事業計画の策定過程において、現在、市民

参加手続を実施中でございます。 

市民参加推進本部コメントは、ご覧のとおりになってございます。 

以上よろしくお願いします。 

 

委員長 

はい、ありがとうございます。 

これに関してはいかがでしょうか。 

 

田汲委員 

ないですね。 

 

金子委員 

いいです。 

 

草野委員 

はい。 

 

委員長 

いいですか。 

はい、では、これに関しては「適正である」という事にさせていただきます。 

次の９番をお願いします。 

 

室長 

はい、四街道市国民健康保険税条例の一部改正でございます。 

概要と致しましては、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の基礎分の課税限

度額、後期高齢者支援金分課税限度額、介護納付金分課税限度額を改定するものでございます。 

手続とする根拠は、第３号を適用させております。 

これに関しましては、すでに２３年９月に公布されていまして、経過期間を設けて２４年４

月１日に施行されるという段取りになっております。 

市民参加手続を実施しない根拠といたしまして、第３号、第５号を該当させております。 

詳しい理由に関しましては、地方税法施行令が低中所得者の国保税負担の軽減を図るという

改正だったのですけれども、これによりまして、基礎課税分と後期高齢者支援金分、介護納付

金分に係る税財源を確保するため、本市の国民健康保険税の課税限度額を法令に合わせて改正

するものであるということで、第３号と第５号に該当するため。 
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市民参加推進本部のコメントはご覧のとおりでございます。 

以上、よろしくお願いします。 

 

委員長 

ありがとうございます。 

２３年の９月の議会で既に可決されており、来年の４月に施行されるということですね。 

 

室長 

はい。 

 

委員長 

そういう風に書いた方がいいんじゃないでしょうか。どうでしょうか。 

例えば、詳しい理由をこのように書いて、既に２３年９月議会で可決され、２４年４月から

施行される予定である、と書いた方が、よりはっきりしていいのではないでしょうか。 

皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

 

三木委員 

詳しい理由のところは、実施しない根拠として各号を適用した理由を書くという意味合いが

中心だと思いますので、既に制定されているという事は、カッコ書きなどで書いていただいた

方がいいのかなと思います。 

現状としては、市民参加がなく特例として施行されているという状況ですけど。 

 

委員長 

参加の暇がないということですね。 

 

三木委員 

ただ、３号と５号の適用ですので。緊急に行わなければならないということは適用されてい

ないですよね。 

 

田汲委員 

これは、２３年９月に公布したというのは、この委員会よりももっと前の委員会に出すべき

だったのですよね。 

 

委員長 

では、いろいろとありますけれど、カッコ書きで現状を記すという事でどうでしょうか。 

 

（「はい」という声あり。） 

 

委員長 

では、カッコ書きで現状を書くことで、適正という事にしたいと思います。 

では１０番お願いします。 
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室長 

はい。 

四街道市こどもルーム条例の一部改正でございます。 

概要でございますが、現在、こどもルームの入所許可制限条項、これは、こどもルームの入

所を阻む要件ですね。この一部に「著しく心身に障害のある児童」という条項がございまして、

これを削除するものでございます。 

この根拠は、第３号でございます。 

この条例は、来年３月に公布し施行される予定でございます。 

実施する市民参加手続は、意見提出手続が１２月、審議会等手続を、公募委員３名からなる

保健福祉審議会を２月に実施するという事でございます。 

書き添え忘れでございました。保健福祉審議会は定数１５名でございます。 

市民参加推進本部のコメントは、適正であるでございます。 

以上、よろしくお願いします。 

 

委員長 

はい、ありがとうございます。 

これに関してご意見質問等ありましたらお願いします。 

 

三木委員 

審議会等手続は、公募委員の意見を聴取するとありますが、これは、審議会として意見を聞

くのではなく公募委員３名から意見を聞くという事になるのですか。それとも公募委員を含む

審議会に意見を聞くという事ですか。 

 

委員長 

如何ですか。審議会に意見を聞くのと公募委員に意見を聞くのとでは違いますが。 

 

室長 

審議会等手続の意義なんですけど、審議会の中に公募委員が２割以上で構成されているとい

うのが先ず条件になる訳でございます。公募委員さんが審議会に組織されているという事で市

民意見を反映することができる事が担保されるというのが、審議会等手続の意義であります。 

よって、このような事を書いたのですが、他の審議会等手続の文言のバランスがとれていな

くてまずいですよね。 

今回、この部分だけこのような記述になってしまいましたが、従来の記述に変えさせていた

だきます。申し訳ございません。 

 

三木委員 

ということは、公募委員を含む審議会の意見を聴取するという事で良いですね。 

 

室長 

はい、そのとおりです。 



35 

 

 

委員長 

はい。ではここは適正な言葉に改めていただければと思います。 

では、それでよろしいでしょうか。 

 

（「はい」という声あり。） 

 

委員長 

では、適正という事で、文言の訂正はしていただきたいと思います。 

それでは１１番お願いします。 

 

室長 

四街道市まちをきれいにする条例の一部改正でございます。 

概要でございますが、環境美化の促進と美観保護、歩行者等の安全確保のため、美化推進重

点地区に指定している四街道駅周辺を喫煙行為規制区域として設定するとともに、規制内容決

定手続を規定するという改正内容になっております。 

市民参加手続の対象根拠は、１項３号を宛てています。 

この条例は、来年の６月公布、半年間の経過期間を設け、１２月施行の予定です。 

今後の市民参加手続に関しましては、意見提出手続を１月から２月にかけて実施、審議会等

手続は１２月に実施というものでございます。 

市民参加推進本部のコメントは、適正であるでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

委員長 

はい。ありがとうございます。 

これに関して、ご意見質問等ありましたらお願いします。 

 

三木委員 

済みません、前の議案を蒸し返すようで申し訳けないのですが、まちをきれいにする条例は、

環境審議会の意見を聞いてパブコメを行うという流れなので、パブコメ案が最終案だというの

は明確です。 

前の案件は、１２月にパブリックコメントを行い、２月に保健福祉審議会がある。なので、

福祉審議会から意見が出て、それを案に反映させてしまうと、パブコメ案は最終案ではなくな

るという矛盾となってしまします。これは、保健福祉審議会の開催時期が来年２月までに予定

がないからこのようになっているのですか。 

 

室長 

仰る通りでございまして、実は今、介護保険事業計画が策定されている最中でございますの

で、保健福祉審議会は逐次開催はしております。ただ、本会、親会のほうが２月まで予定が無

く分化会開催予定しかないというものですから、分化会ですと審議決定の手続が経られないと
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いう事もありまして、保健福祉審議会に関しましては、パブコメと審議会の順番が逆転してし

まっているといった状況でございます。 

 

三木委員 

保健福祉審議会から意見が出て、案が変わるという事もあり得るのですよね。 

 

室長 

可能性はあります。恐らく無いと思いますが。 

 

金子委員 

これは難しいところですね。こういう事は起こり得ますね。以前私がいた審議会でもこうい

う事がありました。 

 

委員長 

審議会で決定した事を、そのまま反映させるというのが普通で、その考え方に立てば、順番

は慎重にという事になるのでしょうけれども、審議会は、あくまでも附属機関であると考えれ

ば、最終案は市長が責任を持って決めればいいんだという事ですね。 

一般的な順番っていうのかな。 

 

田汲委員 

やはり順序は逆だよね。興味あるから聞きたいのだけれど、よそは罰則があるでしょ、四街

道は入れるのですか。 

 

室長 

規制内容の決定手続きに中にその考えがあるかどうかは聞いていません。 

 

田汲委員 

罰則を入れると少しは効果があるのだけど。 

 

委員長 

それでは、１０番をもう１回見ていただいて確認したいと思います。 

確かに、パブリックコメントと審議会の手続が、通常の順番からいうと逆転しているかなと

いう気がしますね。 

どうしますか、これは意見を付けておきますか。 

意見を付ける分には別にね。原則としてそうであると。 

 

中嶌委員 

いずれにしても、最終案じゃなければならないとなれば、書かれていないのですよね。ただ、

通常は最終案でかけるのが原則ですから。 

 

委員長 
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それでは、№１０に関しては、そのような意見があったということを十分に伝えておくとい

う事にいたします。 

１１番については、手続きについてはどうでしょうか。 

よろしいですか。 

 

（「はい」という声あり。） 

 

委員長 

内容に関しては、いろいろとご意見があろうかと思いますが、それは別の機会にという事で、

手続きに関しては適正であるという事でよろしいでしょうか。 

 

（「はい」という声あり。） 

 

委員長 

はい、ありがとうございます。 

では、そのように決定させていただきます。 

以上、諮問のありました１１件について論議が終了いたしました。 

答申でございますけれど、答申につきましては、私と事務局で整理したうえで決定をさせて

いただきたいと思います。 

必要があれば、皆さんに一度お返しをいたしますが、如何致しましょうか。 

 

（「一任します」「結構です」の声あり。） 

 

委員長 

はい。何かありましたら、お問合せを頂きたいということで、お任せを頂きたいと思います。 

その他何か事務局の方でございますでしょうか。 

 

課長 

本日は長時間ご審議いただきましてありがとうございました。 

市民参加条例も４年目を迎えているという事ですが、こうしてご審議して頂いていると、ま

だまだ不徹底な部分を感じております。 

市が行っている事業に関し、市民の皆様のご意見をいろいろと聞くという事ですが、参加い

ただいたうえでのご意見を取り入れながら企画立案をして事業を進めて行くという観点で、こ

の評価委員会での評価を適切にしていただくという事は、非常に重要なことであると思ってお

ります。今後、条例の見直しも検討する事となります。事務局としても見直さなければいけな

い点を事務局案として出して行きたいと思いますし、このように評価委員会を重ねる中で皆様

方にご審議いただきたいと思いますので、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。 

 

委員長 

他に無いようであれば、以上で市民参加推進評価委員会を終わりにしたいと思います。よろ

しいでしょうか。 
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（「はい」という声あり。） 

 

委員長 

はい。では以上で終了します。ありがとうございました。 

 

（20：10 終了） 


