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平成２５年度第４回四街道市市民参加推進評価委員会会議録（会議概要）  

 

日 時：平成２６年３月２６日（水）１８時～２０時６分  

場 所：四街道市役所  こども保育課２階会議室  

出席者：委 員 石川久委員、椎名喜予委員、神陽子委員  

奥田弘幸委員、金子篤正委員、田汲明委員、以上６名  

事務局  岡田篤男経営企画部長、大野芳久経営企画部次長  

大野尚毅政策推進課長、森田智裕副主幹、齋藤久光副主査  

傍聴人：０人  

 

【会議次第】  

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２５年度  市民参加手続の実施予定（追加）の評価  

資料№  行政活動の名称  担当課  

１  四街道市手数料条例の一部改正（適用除外）  都市部建築課  

２  四街道市手数料条例の一部改正（適用除外）  消防本部予防課  

３  
四街道市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則の

一部改正（適用除外）  
環境経済部環境政策課  

 

（２）平成２５年度  市民参加手続の実施状況の評価  

資料№  行政活動の名称  担当課  

４  四街道市庁舎の整備検討  経営企画部管財課  

５  
四街道市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条

例の制定  
都市部都市計画課  
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（３）平成２５年度  市民参加手続の対象としなかった行政活動の手続の評価  

資料№  行政活動の名称  担当課  

６  四街道市税条例の一部改正  総務部課税課  

７  
四街道市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則の

一部改正  
環境経済部環境政策課  

８  四街道市使用料条例の一部改正  都市部都市計画課  

９  四街道市下水道条例の一部改正  

都市部下水道課  

１０  
四街道市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の

一部改正  

１１  四街道市水道事業給水条例の一部改正  
水道事業センター  

業務課  

１２  四街道市火災予防条例の一部改正  消防本部予防課  

（４）平成２６年度  市民参加手続の実施予定の評価  

資料№  行政活動の名称  担当課  

１３  四街道市第４期障害福祉計画の策定  
福祉サービス部  

障害者支援課  

１４  
第６期四街道市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計
画の策定  

福祉サービス部  

高齢者支援課  

１５  
四街道市地域型保育事業の認可に関する基準を定める条

例の制定  

健康こども部  

こども保育課  

１６  
四街道市地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の制定  

１７  
四街道市特定教育・保育施設の運営に関する基準を定め

る条例の制定  

１８  
四街道市こどもルームの設備及び運営に関する基準を定
める条例の制定  

１９  四街道市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定  
健康こども部  

健康増進課  

２０  四街道駅北口広場の再整備計画の策定  都市部道路管理課  

 

８ 答   申  

９ そ の 他  

10 閉   会  
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【開会】  

事務局（大野課長）  

定刻になりましたので、ただいまから、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６名の委員の皆様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項の規定数に達しておりますので、本日の会議は成立いたし

ます。  

私は、政策推進課長の大野でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。  

 

【委嘱状交付】  

事務局（大野課長）  

それでは早速ですが、佐渡市長より、委嘱状の交付をさせていただきます。  

 委員の皆様は、市長が前にまいりましたら、その場でご起立いただき、委嘱状

をお受け取りください。  

 なお、お一人目の方のみ全文を読み上げさせていただき、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、ご了承ください。  

 

―石川久委員、椎名喜予委員、神陽子委員、奥田弘幸委員、田汲明委員、金子

篤正委員へ交付―  

 

【市長あいさつ】  

事務局（大野課長）  

 続きまして、市長からごあいさつを申し上げます。  

 

佐渡市長  

皆様、こんばんは。市長の佐渡斉でございます。  

本日は、ご多忙の中、市民参加推進評価委員会にご出席をいただきまして、誠

にありがとうございます。  

 昨年１１月の委員改選に伴いまして、ただいま、委員の皆様に委嘱状をお渡し

させていただきました。有識者の委員の皆様には委員就任を快くお引き受けいた

だき、お礼を申し上げます。  

 また、市民代表の委員の皆様におかれましては、委員募集に積極的にご応募を

いただき誠にありがとうございました。  

この市民参加推進評価委員会は、市民参加条例の運用状況に関することや、市

民参加手続きの対象に関すること等ついて、ご審議いただく場として、平成１９

年度から設置をさせていただいております。昨年は、市民参加条例の見直しにつ



- 4 - 

 

いても、熱心なご議論を重ねていただきありがとうございました。  

本市の市民参加条例は、市民自治による暮らしやすいまちづくりを推進するこ

とを目的として、市民の皆様が市政に関する情報を共有しながら、市政に参加す

る仕組みを定めたものでございまして、市民の皆様が、市政に参加することを保

障した条例でございます。  

委員の皆様には、本市の市民参加の充実に向け、それぞれのお立場から忌憚の

ないご意見をいただきますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、

私からのあいさつとさせていただきます。  

どうぞよろしくお願いいたします。  

 

 ―委員紹介―（大野課長）  

 ―職員紹介―（大野課長）  

 

【委員長選出】  

事務局（大野課長）  

続きまして、本委員会につきましては、市民参加条例施行規則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、現時点では委

員長が選出されておりません。委員長を選出するまでの間、市長が仮儀長として

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、委員長の選出をさせていただきます。  

なお、委員長は、市民参加条例施行規則第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。  

 

佐渡市長  

委員長の互選にあたりまして、仮議長を務めさせていただきますので、しばら

くの間、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。  

委員長の選出は、委員の皆様の互選となっておりますが、立候補、或いは推薦

等がございましたらお願いいたします。いかがいたしましょうか。  

 

田汲委員  

 前期の委員会で委員長をされていた石川委員にお願いしてはいかがでしょう

か。  

 

佐渡市長  

ただいま、「石川委員にお願いしてはどうか」との推薦のご発言が、田汲委員



- 5 - 

 

からございましたが、他にご意見はございますか。  

 

（「異議なし」の声あり）  

 

 ないようですので、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。  

 

（「異議なし」の声あり）  

 

佐渡市長  

 石川委員、よろしいでしょうか。  

 

－石川委員了承－  

 

佐渡市長  

それでは、委員長は石川委員にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願

い申し上げます。   

委員長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。  

  

【委員長職務代理者の指名】  

事務局（大野課長）  

それでは、石川委員には委員長席へ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たいと存じます。  

 

石川委員長  

 それでは、委員長職務代理は、椎名委員にお願いいたします。  

 椎名委員よろしいでしょうか。  

 

－椎名委員了承－  

 

事務局（大野課長）  

それでは、委員長、委員職務代理が選出されましたので、代表しまして石川委

員長にごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  
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石川委員長  

 引き続き委員長をということでございますので、お引き受けをいたしました。 

 これまでの市民参加の進行状況というものをきちんと把握して、市民の皆さん

が参加をするということに関して、その方法や手続が適正にされているか、どう

かということについて検討してきたわけでございます。  

また、前回は委員皆様の意見をまとめて、今後どうあるべきかということも含

めて答申をさせていただきました。四街道市は市民参加に対しては非常に実績の

ある都市でございますので、これからもこの役目やあるいは評価というものをき

ちんとして、より確実なものにしていきたいというように思っております。その

一助になれば大変ありがたいというように思っておりますので、どうぞよろしく

お願いをいたします。  

 

【諮問】  

事務局（大野課長）  

 ありがとうございました。  

 次に、本日諮問させていただいております案件につきまして、市長から委員長

に諮問をお願いいたします。  

 

佐渡市長  

 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 14条第２項の規定により、下記の事項について貴委員

会の意見を求めます。  

 平成 25年度市民参加手続の実施予定の評価、四街道市手数料条例の一部改正、

他19件でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 

事務局（大野課長）  

 なお、市長でございますが、この後、別の公務がございまして、大変恐縮では

ございますが、ここで退席をさせていただきたいと思います。ご了承ください。 

 

佐渡市長  

 皆さん、どうぞよろしくお願いします。  

 

事務局（大野課長）  

 金子委員も別用がございまして、ここで退席させていただきたいと思います。 

 

金子委員  
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 次回、出席いたしますのでよろしくお願いします。  

 

【議事】  

事務局（大野課長）  

 それでは、早速議事に入らせていただきたいと思います。  

 本会議の議長は、市民参加条例施行規則第 10条第１項の規定により、委員長が

議長となる旨規定されております。石川委員長に議長をお願いしたいと思います。  

よろしくお願いしいたします。  

 

石川委員長  

 それでは、これから進行をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 議事に先立ちまして、議事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扱いといたしたいと存じます

が、よろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 ご異議ないようでございますので、異議なしということにさせていただきます。 

 続きまして、傍聴希望者の確認をいたしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

事務局（大野課長）  

 いらっしゃいません。  

 

石川委員長  

 いらっしゃらないということでございますので、先に進めてまいりたいと思い

ます。  

 それでは、本日の議事に入ります。  

 まず初めに議題の１、平成 25年度市民参加手続の実施予定の評価について、１

件ずつ審議をしたいと思います。  

 最初の案件について事務局からご説明をお願いいたします。  

 

事務局（森田）  

 それでは、最初に資料の確認をさせていただきます。  

 事前に配付させていただきました資料として、開催通知、会議次第、議題資料

としまして資料№１から№20、それから本日配付させていただきました資料とし
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て委員名簿と、諮問書の写しを配付させていただきました。不足等がございまし

たらお知らせください。よろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 それでは、最初に平成 25年度の実施予定の追加の評価につきましてご説明させ

ていただきます。３件でございます。  

 １ページ、資料№１をご覧ください。この市民参加の実施予定のシートにつき

ましては、庁内各課に対して調査を実施し作成をしております。市の市民参加推

進本部の審議を経て、本日、本委員会にお諮りさせていただいております。本日

の審議を経て、26年度のできるだけ早い時期に市民の皆さんに内容を公表させて

いただく予定でございます。  

 最初の案件は、「四街道市手数料条例の一部改正」でございます。  

条例改正の内容の概要としましては、消費税法の一部改正に伴い、手数料条例

の別表その２で定められています長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等の

うち適用欄に規定する加算額を改正するものでございます。建築基準法に基づく

建築物の確認申請に対する手数料の一部を改正するものでございます。  

条例の施行予定時期は 26年４月でございます。  

 手続の対象とする根拠は、条例第６条第１項第３号でございますけれども、手

数料の改正であり、条例第６条第２項第５号の市税の賦課徴収その他金銭の徴収

に関するものに該当いたしますので、適用除外としまして、市民参加手続は実施

をいたしません。  

 以上、簡単でございますけれども、資料№１のご説明でございます。ご審査よ

ろしくお願いいたします。  

 

石川委員長  

 ただいま、事務局から説明がありましたようにこの案件については、市民参加

手続を実施しないという根拠、条例第６条第２項というところなのですが、これ

の第５号に該当するためこの手続をしないという報告がありました。これについ

て何かご意見、ご質問等ありましたらお願いをいたします。  

 

（「ございません」という声あり）  

 

 よろしいですか。  

 それでは、評価委員会のコメントとしては適正であるということでよろしいで

すね。  



- 9 - 

 

 

（「はい」という声あり）  

 

 ありがとうございます。評価委員会のコメントとしては適正であるといたしま

す。  

 それでは、次の案件についてお願いします。  

 

事務局（森田）  

 ２ページの資料№２をご覧ください。こちらも「四街道市手数料条例の一部改

正」についてでございます。こちらは消防関係の手数料でございます。  

 概要でございますが、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に

より、消防法に基づく危険物の製造所、貯蔵所等の設置許可の申請に対する審査

等に係る手数料の改正を行うものでございます。  

条例の施行予定時期は、26年４月でございます。  

 手続の対象とする根拠は、条例第６条第１項第３号でございますが、「地方公

共団体の手数料の標準に関する政令」の基準額が改正されたことによる手数料の

改正でございまして、条例第６条第２項第３号の法令に実施の基準が定められて

いるもの、また第５号の市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものに該当い

たしますので、適用除外として市民参加手続の実施はいたしません。  

 以上、資料№２の説明でございます。よろしくお願いします。  

 

石川委員長  

 ただいま資料№２の説明がありました。これに関しましても手数料条例の一部

改正でございますが、市民参加手続を実施しない根拠として、法令の規定により

実施の基準が定められているということと、市税の賦課徴収その他金銭の徴収に

関するものであるということから市民参加手続をしないという内容でございま

した。  

 何かご質問、ご意見等ありましたらお願いをしたいと思います。  

 

（「ございません」という声あり）  

 

 よろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 それでは、評価委員会のコメントとしては適正であるということでよろしいで
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しょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 では、評価委員会のコメントとしては適正であるといたします。  

 それでは、次の案件についてお願いします。  

 

事務局（森田）  

 ３ページ、資料№３をご覧ください。「四街道市墓地等の経営の許可等に関す

る条例施行規則の一部改正」でございます。  

 概要でございますが、墓地等の経営の許可に関し、市との事前協議を実施する

前に行うべき関係住民等への説明会の開催及び意見を申し出た関係住民等との

協議の実施等に関する事項について規定する必要があるため、施行規則の一部を

改正したものでございます。  

 こちらは昨年12月の定例議会において議員発議によりまして、「四街道市墓地

等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例」が可決、公布されたこと

に伴いまして、規則で定める内容を規定したものでございます。  

 規則の施行日は26年１月１日でございます。  

 実施の対象の根拠は、条例第６条第１項第６号の審査基準の制定に該当するも

のでございますが、条例の施行日に合わせて施行規則を制定、公布、施行する必

要がありましたため、第６条第２項第２号の緊急に行わなければならないものに

該当させ、適用除外とし、市民参加手続は実施をいたしませんでした。  

 以上が資料№３の説明でございます。よろしくお願いいたします。  

 

石川委員長  

 ただいま資料№３の説明がありました。  

 墓地等の経営の許可に関して施行規則の一部を改正したということでござい

ます。これについてご質問、ご意見等ありましたらお願いをしたいと思います。 

これは議員発議ということでしたが、簡単に内容を説明していただけますでし

ょうか。  

 

事務局（森田）  

 こちらの案件につきましては、議題の３の資料№７に同様の案件がございまし

て、その資料としまして、75ページ、76ページに改正した施行規則と条例の写し

を添付させていただいております。75ページが施行規則の一部を改正した内容で

ございまして、第６条の２、説明会の開催というものがございます。こちらが条
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例で規定するものに対する説明会を開催しなければならないというものでござ

いまして、その具体的な内容、説明会対象者の範囲、墓地の用地の境界から水平

距離が 150メートル以内の区域とするというような対象を、定めたものでござい

ます。  

 

石川委員長  

 以前は、150メートル以内という規定はなかったということでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 77ページが、議員発議による条例の改正内容でございまして、説明会の開催と

して、第６条の２、これが新しく追加をされた規定でございます。墓地の経営の

許可を申請しようとする者は、説明会を開催しなければならない。この説明会の

対象者を条例の施行規則で定めたものでございまして、先ほどの 150メートル以

内の区域の者を対象とするというような内容でございます。  

 それから、第６条の３の関係住民との協議についてもこのように追加をしたも

のでございます。  

 

田汲委員  

 この議員発議の条例改正については、この市民参加推進評価委員会の議題には

あがってきていないのでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 委員会にお諮りするのは今回が初めてです。  

 条例自体の改正については、議会は、市民参加条例の実施の対象機関に含まれ

ておりませんので、議会で行う内容については、市民参加条例の対象にならない

ということでございます。  

 

石川委員長  

 議員さん方が行うのは対象にならないというのはわかるのですが、規則を定め

るのは市長なので、市長が定める規則については当然対象になるわけです。ただ、

施行日を１月１日にしたというのは、議会が決めたということですね。  

 

事務局（森田）  

 はい。  

 

石川委員長  
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 ただ、なぜ 150メートルなのかとか、なぜ 60日前までになのかとかということ

については、いろいろと論議はあると思うのです。その辺の判断というのは、類

似の規則を参考にしたということなのでしょうか。あるいは、何か決まっている

ものがあるのでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 距離の決め方等について、担当課にどのような根拠に基づいて決定したのかは

確認しておりません。ただ、条例の施行期日が１月１日ですので、それに合わせ

て条例を運用するための施行規則を同日付で施行しなければいけないというこ

とから、施行規則の施行日も１月１日で定めさせていただいたということです。 

 

石川委員長  

 事情はよくわかるのですが。  

 

奥田委員  

 墓地から150メートルエリア内の人たちには、説明しなさいというこの規定は、

以前はなかったわけですか。  

 

石川委員長  

 そういうことですね。  

 

奥田委員  

 これは、私もちょっと、何で 150メートルなのかなというように思いました。

マンションだとかになると日影のエリアとか、そういう説明があるのですけれど

も、お墓という特性があるのでしょうか。特に反対する意味ではありません。  

 

田汲委員  

 担当課が、関係市町村とか調べてやったことなのでしょうね。  

 

事務局（森田）  

 数値の根拠まで確認していなくて、申し訳ないのですが、恐らく何か根拠とな

るものに基づいて定めているのだと思います。  

 

田汲委員  

 施行日が、１月１日ということは、それ以前に既に提出されたものついては、

対象にならないのですか。鷹の台のお墓については、どうなっているのですか。 
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事務局（大野課長）  

 議会への請願が結果的に議会で採択されまして、それに関連して今回の議員発

議の条例改正につながったものです。  

 

田汲委員  

 既に提出されているものについては、この条例は遡及しないのでしょうか。  

 

事務局（大野課長）  

 まだ事前審査をしている段階です。  

 

田汲委員  

 ということは、遡及するわけですね。この条例が該当するわけですね。  

 

事務局（大野課長）  

 事前審査中ということですので、該当することになります。 

 

事務局（森田）  

 担当課には、事前協議自体は不適合ということで、既に事業主さんに対して通

知をしたというところは確認しております。現時点では、白紙の状態に戻ってい

るということでございます。  

 

田汲委員  

 地域住民のためには細かくやったほうがわかりやすいでしょうから、良いので

はないでしょぅか。  

 

石川委員長  

 議会に関しては実施の対象外であるという事情はよくわかりますが、やはり住

民が、例えば 200メートル位に広げてはどうかとか。住民にも意見があるのでは

ないかという気もしますけれども、議会も相当急いでいたのでしょうか。  

 

事務局（大野課長）  

 急いでいたのは間違いないようです。  

 

石川委員長  

 そうでしょうね。逆にこの条例、規則がなければ協議もないということですよ

ね。  
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事務局（大野課長）  

 そうですね。  

 

石川委員長  

 これまでは事前審査をして、適合か、非適合かという判断だけで進んでいると

いうことですが、条例が改正されたということでは、確かに一歩前進したという

ことではあるわけです。どういたしましょうか。  

 

田汲委員  

 市民参加手続を実施しない根拠が第２号、緊急に行わなければならないものと

書いてありますから、やむを得ないということだと思います。 

 

神委員  

 議会で決定されたことについてということで拘束されるのであれば、今後、条

例を運用していく中で、市民に議論を託すということはできないのでしょうか。 

 

石川委員長  

 議会で議決された事項についても、告示をせずに審議を延長するという手段も

あるのですが、延ばせば説明会等の開催も先になってしまうということですね。 

 

椎名委員  

 実際に条例、施行規則を施行して運用していく中で、 150メートルとか、 60日

という規定に不都合があれば、その段階で住民等の意見を聞いた上で、見直し、

改正することが可能なわけですから、そのようなことで進めていったら良いので

はないでしょうか。  

 

石川委員長  

 そのようなことでよろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 それでは、手続については適正であるが、実際に運用していく中でより住民の

意見を聞いて、不都合があれば改正を考えていくという方向でコメントをさせて

いただくということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  
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 では、そのように決定させていただきます。  

 続いて、４番お願いします。  

 

事務局（森田）  

 ４ページ、資料№４の１をご覧ください。こちらは、平成25年度に実施した市

民参加手続の実施状況の評価でございます。  

「四街道市庁舎の整備検討」でございます。この案件は、昨年３月に開催しま

した本委員会で実施予定の評価を審査していただいております。今回はその実施

状況をご審査いただくものでございます。  

概要は、市庁舎の再整備に関する基本計画を作成したものです。この基本計画

は、庁舎建設の基本理念、庁舎建設の基本方針、耐震対策等を定めたものでござ

います。  

手続の実施対象根拠は、第６条第１項第４号、大規模な市の施設の設置計画の

策定に該当するものでございます。大規模な市の施設につきましては、市民参加

条例施行規則において、事業費が概ね５億円以上の市の建築物とすると規定され

ております。  

手続としましては、意見提出手続、パブリックコメントと審議会等手続を実施

いたしました。  

５ページ、資料№４の２が審議会の実施状況シートでございます。  

庁舎整備検討委員会は、委員数 10名で、うち２名が公募による委員でございま

す。25年２月12日から７月12日まで、計５回開催され、委員会の検討結果が８月

26日に報告書として提出されております。その結果をホームページで８月 27日公

表しております。  

６ページに実施結果の公告の写し、８ページに委員会からの報告文書の写し、

９ページから24ページに基本計画の案、26ページにホームページ掲載の写しを添

付してございます。  

27ページ、資料№４の３をご覧ください。こちらは意見提出手続の実施状況シ

ートでございます。パブリックコメント実施の周知として、25年９月13日に公告

し、市政だより及びホームページにもお知らせを掲載いたしました。  

意見提出期間を９月 17日から10月16日まで、30日間設定し、４人から 22件の意

見提出がございました。意見の概要と意見に対する市の考え方を 11月26日に公表

しております。  

 28ページに実施公告の写し、30ページに市政だより、31ページにホームページ

に掲載したお知らせ、34ページから37ページに提出されました意見の概要と市の

考え方の公表資料の写しを添付させていただきました。  

 以上が資料№４の説明でございます。よろしくお願いいたします。  



- 16 - 

 

石川委員長  

 ただいま№４の説明がありました。市庁舎の整備検討に関する内容でございま

す。何かご意見、質問等ありましたらお願いをいたします。  

 確認ですが、審議会等の名称で検討委員会というのは、審議会ではないのです

よね。  

 

事務局（森田）  

 こちらの委員会は、庁舎整備検討をするための組織として任意に設置したもの

でございます。  

 

石川委員長  

 本筋の問題ではないのですが、諮問と報告という形で出ているのですが、審議

検討等をする場合は、やはり条例設置でなければいけないというのは、自治法上

の建前になっておりますので、はっきりさせたほうが良いのかなということがあ

ります。先日、埼玉県内の自治体が要綱設置の委員会に対して委員報酬を支払う

という事例に対して、違法であると判断が出まして、埼玉県内ではこうした要綱

設置の審議会とか検討会とかといったものを条例設置に切りかえているという

事情があります。こちらのほうにその波が来るかどうかわかりませんが、いずれ

にせよそういうことになりますと、支払った費用について不当な支出であるので、

市は返還せという住民訴訟が起きる可能性がありますので、注意されたほうが良

いと思います。  

 

事務局（大野次長）  

 四街道市におきましても、要綱設置の審議会については、順次条例設置の審議

会に変更しているところなのでが、この庁舎整備関係の委員会につきましては、

庁舎整備の基本計画をつくる間の限定の委員会ということで設置をしておりま

す。また、委員に対しては、報酬という形ではなく、報償という謝礼の形でお支

払いしております。ただ、設置要綱の中に諮問に基づいて報告するというような

規定になっておりますので、報告というような形にさせていただいているという

ことでございます。  

 

石川委員長  

 状況は把握されているようですから、順次進めたほうが良いと思います。  

 さて、この件についてはいかがでしょうか。  

 

奥田委員  
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 人口について、四街道市が平成 35年で９万 3,000人という想定をしているので

すが、こんな数字ではないと思います。今現在、９万 1,000人で、前年まで８万

台だと思えば、一気に９万台になったなと思っているので、９年先であと 2,000

人ぐらいしか増えないという予測は随分少ないのではないかなと思います。およ

そ９万 5,000人位にはなるだろうと想定しますけれども、それはちょっと脇に置

いておいて良いのですけれども。  

 この市の計画で、ここで意見が提出されているのは、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４人だ

けの意見でこうやってまとめられたということです。四街道市の庁舎検討につい

ての進め方がわからないのですが、これで一応締めくくられるのでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 今回はあくまでも基本計画案についての意見提出手続でございましたので、こ

の基本計画案に対するパブリックコメント、意見提出はこれで終了しております。

ただ、庁舎の整備については、これで全てが完了するということではなく、資料

の24ページに工程表というのがございまして、一番上に基本計画というのがござ

いますが、今はこの基本計画の案を作成している段階ということでございます。

この後、基本設計とか、実施設計とかの段階を経ていきますので、その都度、市

民参加手続は実施される予定になっております。ですから意見を提出する機会も、

その時点でまた設けられるということになります。  

 

奥田委員  

 今回提出されたのは、一般市民からの基本的な意見を聞くという、そういうス

タイルをとっているということですね。  

 

事務局（森田）  

 庁舎整備に関する基本計画案に対してのご意見を、募集したということです。 

 

事務局（大野次長）  

 手続的に申し上げますと、市の考え方を基本計画案としてまとめ、パブリック

コメントでお示しし、４名の方から意見をいただいて、市の案ということで作成

をいたしました。現在は、この案に対して議会で特別委員会を設置して、審議し

ているところでございます。議会の審議結果により、この案では駄目だというこ

とになれば、もう一回最初からやり直しということになります。その案で良いと

いうことになれば、初めて、その案により基本設計を行って、庁舎をどういう設

計にするかという内容について、更に市民の皆様のワークショップ等に諮って意

見をいただき、パブリックコメントももう一度実施して、最終的にこういう設計
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で庁舎を建てますということを決定していきたいというように考えております。 

 

奥田委員  

 わかりました。  

 

石川委員長  

 いかがでしょうか。  

 

田汲委員  

 資料№４の２の実施状況シートの内容ですが、22件の意見が提出されているの

に意見の取り扱いについて、意見の有無が、なしというように書いてありますが、

どういうことなのでしょうか。  

 

石川委員長  

 ５ページのところの結果、意見の取り扱いというところが意見の有無で、なし

になっているけれども、これはどうしてでしょうかということですが。  

 

事務局（大野課長）  

 ５ページのシートは、審議会等の手続のものでございます。 22件というのは、

パブリックコメントに係るものですので、27ページの表の中には、意見というも

のはあるという形になっています。５ページのものと 27ページのものは市民参加

の方法が違うものですので、５ページについては検討委員会での意見ということ

でございます。  

 

田汲委員  

 報告されたから意見はなかったということですか。  

 

事務局（大野課長）  

 そういうことです。  

 

石川委員長  

 意見がなかったというか、委員会の意見を聞き、意見の内容をいろいろと取り

混ぜて報告したので、結果的には意見はないということですよね。  

 

事務局（森田）  

 はい。そういうことです。  
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石川委員長  

 この記載については、いつも議論になるのですが、まとめたものに対して、そ

こに意見が有ったか、なかったという話になると、既に自分たちで取りまとめた

のだから意見は当然ないということなのですが、そこに至るまでにいろんな議論、

意見は重ねたということなのです。   

いずれにしろ検討委員会の結果、意見の取り扱いと、27ページ、パブリックコ

メントの結果については、22件というように表示されておりますので、こちらは

これで良いでしょうね。  

 他にございますか。よろしいですか。  

 

事務局（大野課長）  

 先程、奥田委員から人口の話ございましたが、誤解があるといけませんので、

少しご説明させていただきます。９万 1,000人というのは確かに、市政だより等

に掲載している現在の数字ですが、これは、住民基本台帳上の人口でございまし

て、私どもが人口の整理に使っていますのは常住人口といいまして、国勢調査を

基にした数値でございます。その数値ですと常住人口というのは、現在は８万

9,000人弱しかいないという状況になっていまして、少しおかしな話なのですけ

れども、住基台帳人口と常住人口についてはどうしても 2,000人位の差があるの

です。その関係で市民の方にはわかりづらいところで大変申し訳ないのですが、

９万1,000人から見てしまうと、確かに９万3,000人は少ないと思われてしまうと

いうことでございます。  

 

事務局（大野次長）  

 例えば簡単に言いますと、学生さんが住民票を四街道市に置いたまま、埼玉県

や神奈川県に下宿していると、その人たちは四街道市の住民記録台帳上の人口に

は含まれているので、９万 1,000人になっているということです。実際に住んで

いる人は、国勢調査で一軒一軒調べて回りますから、それが８万 9,000人位とい

うことです。  

 

田汲委員  

 四街道市は今後、奥田委員が言ったように今後、人口は増えないということで

すか。  

 

事務局（大野課長）  

 微増しています。この２月から３月にかけて、住基台帳上の人口が何十人かは

減ってしまったということがありますけれども、震災以降もずっと増え続けてい
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る状況です。また、今後増やしていかないということで新たな総合計画を策定し

て、目標にしたということです。  

 

石川委員長  

 それでは、適正であるということでよろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 ありがとうございます。評価委員会のコメントとしては適正であるといたしま

す。  

 次の説明をお願いします。  

 

事務局  

 41ページ、資料№５の１をご覧ください。「四街道市都市計画法に基づく開発

許可の基準に関する条例の制定」でございます。こちらの案件は昨年８月に開催

しました委員会で、実施予定の評価を審査していただいております。  

 概要は、都市計画法施行令で定める開発許可の技術的基準を、条例で強化また

は緩和することが可能となっているため、自己の居住の用に供する住宅の建築の

用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為に関し、道路、公園等の強化基準、

敷地面積の最低限度を条例で定めたものでございます。  

 実施対象の根拠は、第６条第１項第３号でございます。実施しました手続は、

意見提出手続と市民会議手続でございます。  

 42ページ、資料№５の２をご覧ください。こちらが市民会議手続の実施状況シ

ートでございます。条例素案を検討する条例検討市民会議を、公募委員７名によ

り設置し、10月12日に会議を開催いたしました。市民会議の実施結果につきまし

て、意見の内容もあわせて 11月１日に公表しております。  

 43ページから45ページに市民会議のメンバーの募集のお知らせ、46ページに実

施結果の公告、47ページから53ページに会議の資料、54ページに会議での意見の

概要、意見に対する市の考え方の写しを添付してございます。  

 56ページ、資料№５の３をご覧ください。こちらは意見提出手続、パブリック

コメントの実施状況シートでございます。実施の周知として、25年11月１日に公

告をし、市政だより、ホームページにもお知らせを掲載いたしました。意見提出

期間は、12月２日までの 31日間でございました。１人から８件の意見提出があり、

結果を12月25日に公表しております。  

 57ページに実施の公告の写し、62ページ、63ページに市政だより、ホームペー

ジのお知らせの記事の写し、66ページに提出されました意見の概要と市の考え方
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の公表資料の写しを添付してございます。  

 以上が資料№５の説明でございます。よろしくお願いいたします。  

 

石川委員長  

 ただいま、資料№５、「四街道市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する

条例の制定」について説明がありました。説明のようにそれぞれ手続を行ったと

いう内容でございます。  

 この件についてご意見、ご質問等がありましたらお願いをいたします。  

 手続的には、条例に即した手続を行ったということでよろしいわけですね。  

 

事務局（森田）  

 はい。  

 

田汲委員  

四街道市の場合は、原則一戸建ての場合、 150平方メートル以上とするという

ようになっていますが、他の市も同じなのでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 全ての市町村が 150平方メートルということではなくて、異なる規定内容もあ

ると思います。  

 

田汲委員  

 四街道の 150平方メートルというのは、他と比べると大きいほうなのでしょう

か。  

 

事務局（森田）  

 県の基準は150平方メートルです。  

 担当課の資料では、例えば成田市は 150平方メートル、佐倉市は165平方メート

ル、浦安市は地区別に、 165平方メートルと 100平方メートル、鎌ケ谷市は 120平

方メートルと規定していたりします。  

 

奥田委員  

 四街道市では、開発の許可権は全て四街道市にあるのですか。  

 

事務局（大野課長）  

 許可権限は持っていません。千葉県の印旛土木事務所が許可しています。  
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 市は、窓口として申請の受付をしています。  

 

奥田委員  

 持つ意向は全然ないのですか。  

 

事務局（大野課長）  

 現時点では、担当する都市部では持つということは考えていないようです。  

 

奥田委員  

 わかりました。  

 

石川委員長  

 それでは、手続としてはよろしいですか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 それでは、評価委員会のコメントとしては適正であるといたします。  

 引き続き、議事の３番目について説明をお願いします。  

 

事務局（森田）  

 それでは、議事の３番目でございます。 

71ページ、資料№６をご覧ください。ここからの案件は、条例第６条第１項の

各号に該当するもののうち第６条第２項の各号に該当するため、市民参加手続の

適用除外とした案件７件の評価でございます。第６条第３項の規定によりまして、

市民参加手続の対象としないことを決定したときは公表することになっており

ます。  

 １つ目は、「四街道市税条例の一部改正」でございます。こちらの案件は昨年

８月に開催しました本委員会で実施予定の評価を審査していただきました。  

 地方税法の一部改正に伴い税条例の一部改正をしたものでございますが、法令

に実施の基準が定められておりまして、その基準に基づいて行うこと、また市税

の賦課徴収に関するもので条例第６条第２項第３号及び第５号に該当するため

適用除外としたものでございます。  

 市民参加手続の対象としない旨を 25年６月27日に公告し、10月25日にホームペ

ージにも掲載をいたしました。  

 72ページに公告の写し、73ページにホームページ掲載の写しを添付してござい

ます。  
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 簡単でございますが、以上、資料№６の説明でございます。よろしくお願いし

ます。  

 

石川委員長  

 資料№６です。市税条例の一部改正ですが、これについては実施しない根拠と

して法令の規定に基づくこと、また市税の賦課徴収に関することであるから手続

の実施をしなかったという説明でした。  

 これについてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 それでは、委員会のコメントとしては適正であるといたします。  

 次の資料№７の説明をお願いします。  

 

事務局（森田）  

 74ページ、資料№７をご覧ください。こちらは議題１の３件目で、先ほどご審

査いただきました「四街道市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則の一部

改正」でございます。  

 市民参加手続の対象としない旨を 25年12月24日に公告し、同日にホームページ

でも掲載をいたしました。  

 75ページに一部改正の規則、77ページに一部改正条例の写し、78ページ、79ペ

ージには公告の写しとホームページ掲載の写しを添付してございます。  

 以上簡単でございますが、資料№７の説明でございます。よろしくお願いいた

します。  

 

石川委員長  

 これにつきましては先ほど論議しましたので、同じ答えです。手続としては適

正であるが、今後の動向を見て判断されたいということにしておきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 それでは、そのように決定いたします。  

次に、資料№８の説明をお願いします。  

 

事務局（森田）  

 80ページ、資料№８をご覧ください。「四街道市使用料条例の一部改正」でご
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ざいます。昨年11月に開催しました本委員会で実施予定の評価を審査していただ

きました。  

 総合公園のテニスコートの使用料を改定したものでございますが、市税の賦課

徴収、その他金銭の徴収に関するもので、条例第６条第２項第５号に該当するた

め適用除外としたものでございます。  

 市民参加手続の対象としない旨を、25年12月10日公告し、同日にホームページ

にも掲載をいたしました。  

 81ページ、82ページに公告の写し、ホームページ掲載の写しを添付してござい

ます。  

 以上でございます。よろしくお願いいたします。  

 

石川委員長  

 ただいまの８番でございますが、使用料条例の一部改正、これは以前の条例の

見直しについての会議で論議したことなのですが、要するに、金銭の徴収に関す

るものでも必要であれば市民の意見を聞いても良いのではないかという意見が

出たのですよね。そういう委員の声が大半だったと思います。ですから、使用料

の案件だから聞かなくても良いと言わずに、できるだけ聞く機会があれば聞いた

ほうが良いのではないかということだったと思います。  

 

事務局（大野課長）  

 条例の見直しについて答申いただいた内容については、推進本部内で議論をし

て、市としての一定の結論を出していきたいと考えています。その中に金銭の徴

収に関する件についてもございましたので、今後、検討を進める予定で考えてお

ります。  

 

田汲委員  

 今後、その検討の結果によって、また委員会でも議論するようになるのでしょ

うか。  

 

事務局（大野課長）  

 見直しが必要な場合は、こちらの委員会にも諮問いたしまして協議していきた

いと考えております。  

 

石川委員長  

 以前にこの委員会で扱ったときも、現在の条例では手続としては適正だけれど

も、手数料だからということで一律意見聞かないということではなく、聞ける内
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容であれば聞くような方向で検討してはどうかという答えが一応出ていますの

で、その答えをもう一回主張するということにしたいと思います。  

 手続については、適正であるということでよろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 それでは、委員会のコメントとしては適正であるといたします。  

 次に、資料№９の説明をお願いします。  

 

事務局  

 84ページ、資料№９をご覧ください。「四街道市下水道条例の一部改正」でご

ざいます。こちらは昨年 11月に開催しました本委員会で、実施予定の評価を審査

していただきました。  

 消費税法等の改正に伴い下水道使用料に関する消費税相当額を５％から８％

に改正したものでございますけれども、法令に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、また市税賦課徴収に関するもので第６条第２項第３

号及び第５号に該当するため適用除外としたものでございます。  

 市民参加手続の対象としない旨を、25年11月21日に公告し、12月11日にホーム

ページにも掲載をいたしました。  

 85ページ、86ページに公告の写し、ホームページ掲載の写しを添付してござい

ます。  

 以上でございます。よろしくお願いします。  

 

石川委員長  

 消費税法の改正に伴う改正ということでございます。これはよろしいでしょう

か。  

 

田汲委員  

 この下水道使用料の消費税は絶対上げなくてはいけないのでしょうか。企業努

力で値上げしないことも可能なのでしょうか。  

 

石川委員長  

 そうなると、下水道使用料の料金自体を変更しないとならなくなると思います。 

 

田汲委員  

 そういう意味ではなくて、要するにもうこれは法律で決まっているのですよね。 
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椎名委員  

 選択の余地はないと思います。  

 

石川委員長  

 ８％に値上げして、なおかつ今の料金でということになると、下水道料金その

ものを下げないといけないということですね。  

 

田汲委員  

 下水道事業というのは、どちらかというと赤字に近いのでしょう。  

 

事務局（大野課長）  

 本来なら使用料収益で賄っていくというのが原則なのですけれども、使用料収

入だけではどうしても賄えない部分があるということです。基本的には市の一般

財源からも、法律に定められた繰り出しというような形はとっていますが、それ

でもやっていけないということになると、下水道料金も上げなければいけないと

いう判断もどこかで出てくる可能性はあります。今のところそういった動きは当

市ではないと思います。  

 

石川委員長  

 それでは、手続としては適正であるということでよろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 委員会のコメントとしては適正であるといたします。  

 次に、資料№10の説明をお願いします。  

 

事務局（森田）  

 87ページ、資料№ 10をご覧ください。「四街道市都市計画下水道受益者負担に

関する条例の一部改正」でございます。  

 昨年11月に開催しました委員会で、実施予定の評価を審査していただきました。 

 地方税法等の改正に伴い、下水道受益者負担金の割合等の特例に係る規定を、

延滞金の割合等の特例に係る規定を改正したものでございますが、市税の賦課徴

収その他金銭の徴収に関するもので第６条第２項第５号に該当するため、適用除

外としたものでございます。  

 市民参加手続の対象としないこと公告を、25年11月21日に公告し、12月11日に

ホームページにも掲載をいたしました。  
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 88ページ、89ページに公告の写し、ホームページ掲載の写しを添付してござい

ます。  

 以上でございます。よろしくお願いします。  

 

石川委員長  

 これは法律そのもので延滞金の割合が変わったという内容でしたか。  

 

事務局（森田）  

 地方税法の改正に伴いまして延滞金の計算方法が変わったものでございます。 

 

石川委員長  

 軽減されたのでしたよね。  

 

事務局（森田）  

 はい。  

 

石川委員長  

 そうすると、実施しない根拠に法令の規定による実施の基準が定められている

という、第３号が追加されていなければならないのではないでしょうか。  

 直接法律を適用させないで、することができるという規定であればこれでも良

いと思うのですが。  

 

事務局（森田）  

 下水道受益者負担金については、賦課する根拠が都市計画法にありますので、

地方税法で受益者負担金を課すということではなくて、延滞金の計算方法につい

ては、地方税法による計算方法を参考にして決めているということでございまし

て、第３号には該当しないということになります。  

 

石川委員長  

 参考にして決めているということだと、概要の記述の表現が違うのではないか

と思います。  

 

椎名委員  

 詳しい理由の欄の記述の仕方も違うのではないかというように思います。  

 

石川委員長  
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 基準がはっきりしているのであれば３号に該当するということですが、地方税

法の基準を参考にして決めているというのであれば、概要の記述がおかしいとい

うことですね。  

 

事務局（大野）  

 地方税法から直接引っ張ってきているわけではなく、あくまで計算方法を参考

にして条例に規定しているということですので、確かに仰られたとおり概要等の

記述が誤解を招いているかもしれません。 

 

石川委員長  

 では、手続としては適正で良いと思いますが、概要等の欄の記述の仕方につい

ては適正にされたほうが良いので、もう一度確認してみてください。  

 参考にしているのであれば、概要の表現の仕方がおかしいということ。それを

準用すると決めているのであれば、実施しない根拠に第３号を加えるということ

のどちらかだと思います。  

 それでは、これに関してはそういうことでよろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 手続については、適正であるということにいたします。  

 それでは、次の№11の説明をお願いします。  

 

事務局  

 90ページ、資料№ 11をご覧ください。こちらは「四街道市水道事業給水条例の

一部改正」でございます。  

 昨年 11月に開催しました委員会で実施予定の評価を審査していただきました。 

 こちらも下水道使用料の条例改正と一緒でございまして、消費税法等の改正に

伴い水道料金及び給水申し込み負担金に関する消費税相当額を５％から８％に

改正したものでございますが、法令に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、また市税の賦課徴収に関するもので、第６条第２項第３号及

び第５号に該当するため、適用除外としたものでございます。  

 市民参加手続の対象としないこと旨を、25年11月21日に公告し、12月27日にホ

ームページにも掲載をいたしました。  

 91ページ、92ページに公告の写しとホームページ掲載の写しを添付してござい

ます。  

 以上でございます。よろしくお願いします。  
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石川委員長  

 こちらも消費税法の改正に伴うものなので、よろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 それでは、委員会のコメントは、適正であるということにいたします。  

 次に、№12の説明をお願いします。  

 

事務局  

 93ページ、資料№ 12をご覧ください。「四街道市火災予防条例の一部改正」で

ございます。  

 こちらは昨年５月に開催しました本委員会で、実施予定の評価を審査していた

だきました。  

 消防法施行令の改正に伴い、火災予防条例を改正したものでございますが、根

拠となる法令引用条文が変更されたことによるものであり、第６条第２項第１号

に該当するため適用除外としたものでございます。  

 市民参加手続の対象としない旨を、25年12月26日に公告し、同日にホームペー

ジにも掲載をいたしました。  

 94ページ、95ページに公告の写し、ホームページ掲載の写しを添付してござい

ます。  

 以上でございます。よろしくお願いいたします。  

 

石川委員長  

 こちらの火災予防条例の改正は引用条文が変更されたということで、第何条が

変更になってというだけの話ですね。  

 

事務局  

 はい。そうです。  

 

石川委員長  

 よろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 それでは、委員会のコメントは、適正であるということにいたします。  

 次です。今度は議事の４番になります。事務局の説明をお願いします。  
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事務局（森田）  

 こちらからは平成 26年度の市民参加手続の実施予定について評価をしていた

だくものでございます。全部で８件でございます。よろしくお願いいたします。 

 最初に96ページ、資料№13をご覧ください。「四街道市第４期障害福祉計画の

策定」でございます。  

概要でございますが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づき、障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業の提供体制の

確保に係る目標、福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込み等を定める計画を

策定するものでございます。計画期間は、平成 27年度から29年度までの３カ年の

計画です。現在、第３期の計画が 26年度までの計画でございますので、その後の

期間の計画を定めるものです。  

平成27年３月の策定を予定しております。  

手続対象の根拠は、第６条第１項第１号でございます。  

実施する手続としまして、第７条第１項第５号のその他の方法として、四街道

市自立支援協議会及び障害者団体等の意見交換会を、26年５月から27年２月まで

の間に予定をしております。  

第３号の審議会等手続として、四街道市保健福祉審議会での審議を、26年５月

から27年２月まで予定をしております。  

また、第１号の手続として意見提出手続、パブリックコメントを 27年１月に実

施する予定となっております。  

以上でございます。よろしくお願い申し上げます。  

 

石川委員長  

 ただいま障害福祉計画の策定に関して説明がありました。何かご質問、ご意見

等ありましたらお願いをいたします。  

 パブリックコメントをして、審議会等の手続を実施する、その他の方法で関係

者から意見を聞くということですね。  

 いかがでしょうか。よろしいですか。  

（「はい」という声あり）  

 

 それでは、委員会のコメントは適正であるといたします。  

 次に、14番の説明をお願いします。  

 

事務局（森田）  

 97ページ、資料№ 14をご覧ください。「第６期四街道市高齢者保健福祉計画及

び介護保険事業計画の策定」でございます。  
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 概要は、老人福祉法に基づき、高齢者に対する保健、福祉全般にわたる施策に

関する高齢者保健福祉計画を策定するもの、並びに介護保険法に基づき介護保険

サービスの提供体制等の施策に関する介護保険事業計画を策定するものでござ

います。  

 計画期間は、平成 27年から29年度まででございます。こちらも現在、第５期の

計画が26年度までの計画でございますので、その後の期間の計画を定めるもので

す。平成27年３月の策定を予定しております。  

 手続対象の根拠は、第６条第１項第１号でございます。  

 実施する手続としましては、第７条第１項第５号のその他の方法として、高齢

者や介護認定者、 3,500人を対象としましたアンケート調査を 26年５月に予定し

ております。  

 第３号の審議会等手続として、保健福祉審議会での審議を 26年５月から27年の

２月までで予定をしております。  

 また、第１号の手続として意見提出手続、パブリックコメントを 27年１月に実

施する予定となっております。  

 以上でございます。よろしくお願いいたします。  

 

石川委員長  

 高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画です。これについて３年ごとの見直し

ということになっているようですので、パブリックコメント、審議会、アンケー

ト調査を行うという内容でございます。いかがでしょうか。  

 

神委員  

このアンケートの対象者の方はどのような方法で選ばれるのでしょうか。特に

一般の高齢者 500人というのはどういう形で、無作為に抽出するのか、台帳をも

とにして選ぶのでしょうか。  

 それともう一つ、要支援、要介護認定者が市全体で大体何人位いらして、1,000

人というのはどのぐらいの割合で考えて設定されているのか伺います。  

 高齢者の意見というか、実際に受益している人たちの意見がきちんと反映され

るような選抜方法になっているかということに関心がありましたので、質問させ

ていただきます。  

 

事務局（森田）  

 一般高齢者の方 500人というのを、どのように抽出するかというところまでは

担当課に確認はしていないのですが、65歳以上の方から抽出して選定されるもの

だと思います。市で一般的なアンケート調査するときは、住民基本台帳の中から
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無作為に抽出しております。  

 それから、要支援、要介護認定者の数ですけれども、市全体の数値は把握して

ございません。  

 

石川委員長  

 他にはいかがでしょうか。  

 

田汲委員  

 日常生活圏域ニーズというのはどういう範囲が該当するのでしょうか  

 

事務局（森田）  

 現計画策定時のアンケート調査では、調査対象として、要支援、要介護認定者、

1,000人、 65歳以上の市民、 500人、日常生活圏域ニーズ調査、 2,000人というこ

とで実施しています。  

 

田汲委員  

 65歳以上はみんな該当するということですか。  

 

事務局（森田）  

 対象者になるということです。  

 

石川委員長  

 手続としては適正だということで良いと思いますが、アンケート調査について

は一通り実施するということではなくて、サービスを受ける側の人、サービスを

提供する側、家族等、それぞれの関係者の意見が反映できるような方法で実施し

ていただきたいということだけは要望しておきたいと思います。  

 手続については、適正であるということでよろしいでしょうか。  

 

 （「はい」という声あり）  

 

 それでは、委員会のコメントは適正であるといたします。  

 次に、15番の説明をお願いします。  

 

事務局（森田）  

 98ページ、資料№ 15をご覧ください。「四街道市地域型保育事業の認可に関す

る基準を定める条例の制定」でございます。  
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 本案件の概要は、子ども・子育て支援法の制定による子ども・子育て支援新制

度の創設に伴い、保育に関する認可制度見直しによりまして、地域型保育事業の

認可に関する基準について、新たに市の条例で定めるものでございます。  

 条例の施行予定時期は 27年４月でございます。  

 手続対象の根拠は、第６条第１項第６号、行政手続条例に規定する審査基準の

制定等に該当するものでございます。  

 実施する手続としましては、第１号の手続としての意見提出手続、パブリック

コメントを26年７月に予定をしております。第６条第１項第６号に該当する場合

は、パブリックコメントの実施のみで、市民参加条例の基準を満たすこととなっ

ております。  

 以上でございます。よろしくお願いいたします。  

 

石川委員長  

 地域型保育事業の認可に関する基準を定める条例の説明でした。これについて

いかがでしょうか。  

 これは何かガイドラインみたいなものがあるのでしょぅか。 

 

事務局（森田）  

 基準については、25年度中に国から示される予定になっているということでご

ざいます。  

 

石川委員長  

 25年度中というのはあと何日かですね。 

 

事務局（森田）  

 示される基準については、従わなければならない基準、参酌するべき基準とい

うような区分があるようでございます。それに基づいて、市の条例を定めるとい

うことでございます。  

石川委員長  

 全て従わなければならない基準ではないですよね。  

 

事務局（森田）  

 担当課に確認した内容では、従わなければならない基準、参酌するべき基準が

示されるとのことでございます。地域型保育事業としては、定員６人から 11人以

下の小規模保育、５人以下の規模の家庭内保育、あるいは居宅型保育、事業所内

保育等の区分があるようですが、それらを認可をする際の基準として、職員数、
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資格要件ですとか、居室の設備や面積、給食の方法、建物の耐火基準等を定める

内容のものだということでございます。  

 

石川委員長  

 保健福祉審議会の意見というのは聞かなくて良いのですか。 

 

事務局（大野課長）  

 法律に基づいて、全国の市町村で子ども・子育て会議というものを設置してい

く方向になると思いますが、本市においては保健福祉審議会で、その役割を担っ

ていくようでございますので、その中でご審議いただくことになるのだろうと思

います。この条例自体は審査基準を定める条例ですので、パブリックコメントの

みを実施するということでございます。  

 

石川委員長  

 審査基準を定める場合には、パブリックコメントだけで良いというのは何条の

規定でしたでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 条例の第８条に市民参加手続のマッチングのルールが定められております。  

第８条第１項では、第６条第１項各号及び第４項までに掲げるものは全て意見

提出を実施しなければならないということで、実施義務になっています。それか

ら、第２項では意見交換会の実施について努力規定になっています。第３項では、

審議会等手続、市民会議手続のどちらかの実施義務が定められていますが、第２

項、第３項については、第６条第１項第６号を除くと規定されていますので、審

査基準を定める第６号の場合は、意見提出手続、パブリックコメントの実施のみ

が要件となります。  

 

石川委員長  

 もう一回説明していただけますか。  

 

事務局（森田）  

 第８条第１項で、第６条第１項各号及び第４項までに掲げるものは全て意見提

出を実施しなければならないということで、パブリックコメントは実施義務にな

っています。必須でございます。  

そして、第８条第２項の条文、意見交換会の規定ですが、「市の機関は、第６

条第１項各号（第６号を除く）」という規定のところでございます。  
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石川委員長  

 手元の資料では、今の規定文は入っていないですね。改正前のものでしょうか。 

 

事務局（森田）  

 失礼いたしました。 

 

石川委員長  

 改正になったということでしょうか。条例の最後のページに、改正する条例の

一部が載っています。  

 

事務局（森田）  

 平成22年条例第16号、一部改正というところで今の条項は改正したことになっ

ているのですが、お手元にお配りしているバインダーに綴じています条例を差替

えておらず失礼いたしました。同じバインダー内の４番の資料「四街道市市民参

加条例の解釈及び運用」三訂版、19ページをご覧いただきますと、改正後の第８

条の条文が載っています。  

 

石川委員長  

 平成23年4月1日施行という部分ですね。22年改正、23年から実施ということで

すね。  

 

事務局（森田）  

 はい。  

 

石川委員長  

 市民参加条例第６条第１項第６号では、行政手続条例第２条第９号から第11号

までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定、改廃が、市民参加

手続の対象になると規定されています。行政手続条例の規定はどのようになって

いますか。  

 

事務局（森田）  

 行政手続条例の第２条の９号ですが、審査基準というところで、「申請により

求められた許可等をするかどうかを許可等の根拠となる条例等の定めに従って

判断するために必要とされる基準をいう。」というように規定されております。 

 

石川委員長  
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 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 配布資料については、差替えをお願いします。  

 

田汲委員  

 これはやはり、審議会にかけるのですか。  

 

事務局（大野課長）  

 私、子ども・子育て支援計画と勘違いしていまして、そちらは保健福祉審議会

にかけるというのは確認していたのですが、こちらの条例については、担当課に

確認しなかったもので、今の段階では把握しておりませんでしたので訂正させて

いただきます。  

 

椎名委員  

 子ども・子育ての関係では、新たに条例による設置で会議をつくっていると認

識しているのですが、いかがでしょうか。もしそうであるならば、その会議の中

で議論がなされるというように理解していますので、パブリックコメントのみで

も良いのではないかと思います。  

 

事務局（大野課長）  

 会議の設置については担当課に確認をいたします。  

 

石川委員長  

 子育て会議等の審議についても確認していただくということで、手続について

は適正であるということよろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 それでは、手続は適正であるが、子育て会議等の審議についても確認していた

だきたいということをコメントすることといたします。  

 次に16番の説明をお願いします。  

 

事務局（森田）  

 99ページをご覧ください。こちらは、先程の15番と関連する内容でございます

が、「四街道市地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定」でござ

います。  

 子ども・子育て支援法の制定による子ども・子育て支援新制度の創設に伴い、
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地域型保育事業の運営に関する基準について、新たに市の条例で定めるものでご

ざいます。  

 条例の施行予定時期は、 27年４月です。 

 手続対象の根拠は、第６条第１項第６号でございます。  

 実施する手続としましては、意見提出手続を 26年４月に予定をしております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。  

 

石川委員長  

これについても関連がありますので、先程と同じように子育て会議等の審議に

ついて確認していただきたいということをつけ加えておきたいと思います。よろ

しいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 それでは、手続は適正であるが、子育て会議等の審議についても確認していた

だきたいということをコメントすることといたします。  

 次の17番の説明をお願いします。  

 

事務局（森田）  

 100ページをご覧ください。「四街道市特定教育・保育施設の運営に関する基

準を定める条例の制定」でございます。  

 子ども・子育て支援法の制定による子ども・子育て支援新制度の創設に伴い、

特定教育・保育施設の運営に関する基準について、新たに市の条例で定めるもの

でございます。特定教育・保育施設である認定子ども園、幼稚園及び保育所の運

営に関する基準を定めるものでございます。  

 条例の施行予定時期は、27年４月でございます。  

 手続対象の根拠は、第６条第１項第６号でございます。  

 実施する手続としましては、第１号手続の意見提出手続を 26年７月に実施する

予定となっております。  

 以上でございます。  

 

石川委員長  

 続けて、18番もお願いします。  

 

事務局（森田）  

 101ページ、資料№ 18をご覧ください。「四街道市こどもルームの設備及び運
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営に関する基準を定める条例の制定」でございます。  

 こちらは、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律」の制定に伴い、児童福祉法の一部が改正され、放課後

児童健全育成事業、こどもルーム事業の設備及び運営に関する基準を条例で制定

するものでございます。  

 条例の施行予定時期は、 27年４月です。 

 手続対象の根拠は、第６条第１項第６号でございます。  

 実施する手続としましては、第１号の手続として意見提出手続を 26年７月に実

施する予定となっております。  

 以上でございます。よろしくお願いいたします。  

 

石川委員長  

 関連がありますので、17番と18番をあわせて審議したいと思います。何かご意

見、ご質問等ありましたらお願いをいたします。  

 

椎名委員  

 これも、先程の案件と一連のものですので、同じような意見でよろしいと思い

ます。  

 

石川委員長  

 それでは、先程の 15番、16番と一連のものと考えられますので、コメントも同

じように、適正であるが、子育て会議等の審議についても確認していただきたい

ということをつけ加えて、コメントしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（「はい」という声あり）  

 

 それでは、手続は適正であるが、子育て会議等の審議についても確認していた

だきたいということをコメントすることといたします。  

次に、19番の説明をお願いします。  

 

事務局  

 102ページをご覧ください。「四街道市新型インフルエンザ等対策行動計画の

策定」でございます。  

 こちらは、新型インフルエンザ対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ

等が発生し、蔓延した場合の危機管理体制を整えるとともに、国、県と連携し、
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市民の生命及び健康を保護し、市民生活に及ぼす影響が最少となるようにするこ

とを目的とした行動計画を策定するものでございます。  

 計画の策定予定時期は、 26年９月でございます。  

 手続対象の根拠は、第６条第４項でございます。  

 第６条第４項は、第６条第１項各号に該当しないものでも、市民参加条例の趣

旨を踏まえ市民の関心や市民生活への影響等を勘案し、必要と判断した事項は、

市民参加手続の対象とすることができるものとしている規定でございます。今回

策定する行動計画は、市民の生命、健康を保護することと、市民生活及び市民経

済に及ぼす影響を最少となるようにすることを内容とすることから、市民参加手

続の対象としたものでございます。  

 実施する手続としましては、第３号の審議会等手続として、四街道市保健福祉

審議会を26年５月に、第１号の手続として意見提出手続、パブリックコメントを

26年８月に実施する予定となっております。  

 以上でございます。よろしくお願いいたします。  

 

石川委員長  

 それでは、新型インフルエンザ等対策行動計画について審議したいと思います。

何かご意見、ご質問等ありましたらお願いをいたします。  

 少し事務的なスケジュールに無理があるのではないかと思われるのですが、パ

ブリックコメントを 26年８月に実施し、計画の策定は 26年９月となっています。

一応聞きましたというだけになってしまうのではないかという気がするのです

が、他の案件でも、例えば１月にパブリックコメントを実施して、３月とか４月

とか、２カ月、３カ月程度あいているのですが、少し適正を欠くのではないかと

いう気がいたしますが、いかがでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 実際に担当課で予定をしているパブリックコメントの時期は、８月ということ

でございますけれども、パブリックコメントでは、30日間意見提出期間を設けな

ければいけないとなっておりまして、提出された意見についても検討する期間が

必要ではあります。その後、公表ということになります。  

 26年９月が計画策定の期限ということではないと思いますので、パブリックコ

メントの実施結果によっては、策定の時期は後ろにずれ込むということも多分あ

り得るのだろうと思います。  

 

石川委員長  

 市民参加手続として８月にパブリックコメントの実施、９月に計画策定という
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スケジュールで良いかということなのです。提出された意見を整理して検討して、

計画に意見を反映させるもの、そうでないものを振り分けて、その結果を公表し

て、計画を確定させるということを考えると、８月に意見を聞いて、９月に策定

というのは、やはり適正ではないと言わざるを得ないのですが、いかがでしょう

か。  

 

神委員  

 委員長が仰ったように、せめて２か月は必要ではないかと思います。  

 パブリックコメントの実施時期を８月に設定したのは、何か特別な理由がある

のでしょうか。  

 

事務局（大野次長）  

 審議会で３ヶ月位は議論の必要があるからということだと思うのですが、恐ら

く９月策定というのは、インフルエンザの流行時期から逆算して、市民の皆様に

周知をする必要があるということなのではないかと思います。  

 

石川委員長  

 早めに市民に対して周知をしなければならないというのはあるのでしょうね。

そうだとすると、もっと早目に取りかかって、早目に対応しなければいけないで

しょうね。  

 

椎名委員  

 審議会の議論を少し前倒しで始めていただけたら良いのではないでしょうか。 

 

石川委員長  

 手続そのものは、パブリックコメントを実施して、審議会でも審議をしてもら

うということで良いとは思うのですけれども、スケジュールについては少しコメ

ントしないといけないと思うのです。  

 それでは、計画策定の時期、パブリックコメントの実施予定時期、それから審

議会等の時期については見直しをすべきであるというようにするか、あるいは計

画の策定時期を少し延ばすのかということですが、早めに策定をする必要がある

のだとすれば、基本的にはやはりスケジュールの前倒しなのでしょうね。表現の

仕方は、ご一任いただきたいと思います。内容としてはそういうことでよろしい

でしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  
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 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。  

次が最後の案件です。 20番の説明をお願いします。  

 

事務局（森田）  

 103ページをご覧ください。「四街道駅北口広場の再整備計画の策定」でござ

います。  

 概要は、四街道市の玄関口としてふさわしい四街道駅北口広場の再整備を行い、

安全かつ円滑な利用を図るため、四街道駅北口広場の再整備計画、北口広場のゾ

ーニング、事業費、整備年度等を内容として策定するものでございます。  

 計画策定予定時期は 26年８月です。  

 実施対象の根拠は、市民の関心や市民生活への影響等を勘案し、第６条第４項

により実施することとしたものでございます。  

 実施する手続としまして、第３号の審議会等手続として、四街道駅北口広場管

理運営協議会を 26年３月から 27年３月まで、第１号の手続として意見提出手続、

パブリックコメントを 26年５月に実施する予定となっております。  

 四街道駅北口広場管理運営協議会は、平成 23年10月から設置されておりまして、

委員構成は公募市民３名や地元自治会長２名を含む 15名となっております。現在

まで継続して、交通量調査や市民アンケート調査等の結果をもとに、再整備計画

の内容について、検討や審議を行ってまいっております。  

 以上でございます。よろしくお願いいたします。  

 

石川委員長  

 四街道駅北口広場の件でございます。何かご質問、ご意見等ありましたらお願

いをいたします。  

 

奥田委員  

 北口広場は、施工してから１度か２度見直されたことはありませんか。  

 

事務局（大野課長）  

 ないと思います。  

 

奥田委員  

 全然ありませんか。  

 

事務局（大野次長）  

車の乗降場の部分を設ける等の部分的な改修はしていますけれども、大きく改
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修するということは、今までは行っておりません。  

 

奥田委員  

 わかりました。  

 

石川委員長  

 他にはいかがでしょうか。  

 

椎名委員  

 既に何年も協議会で検討されてきていてということで、それでパブリックコメ

ントが実施できる状況になっているのでということですので、問題はないと思い

ます。  

 

石川委員長  

評価委員会のコメントとしては適正であるということでよろしいでしょうか。 

 

（「はい」という声あり）  

 

 それでは、評価委員会のコメントとしては適正であるといたします。  

 以上で、議事の審議は全て終了してのですが、委員の皆様から何かありますで

しょうか。  

 

（「ありません」という声あり）  

 

事務局（森田）  

 事務局から１点だけ報告をさせていただきます。  

 会議の中でお話に出ました市民参加条例の見直しの関係なのですけれども、前

期の委員会でいただきました答申内容につきましては、26年度中を目途に市の市

民参加推進本部におきまして検討を行いまして、考え方や今後の方針等を整理し

た上で、本委員会へ報告をさせていただく予定でおります。  

 以上、報告をさせていただきます。  

 

石川委員長  

 ありがとうございます。会議は以上で終了いたします。  

 それでは、事務局にお返しします。  
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【閉会】  

事務局（大野課長）  

 長時間にわたりご審議いただきまして本当にありがとうございました。  

 また、今期の第１回目ということで、新たにご就任いただいた委員の皆様には

説明等わかりづらい点もあったかと思いますが、引き続き次年度以降もよろしく

お願いいたします。  

 次年度の最初の会議では、25年度までに実施が終了したもので、実施の評価が

済んでいない案件が結構ございます。かなり内容の重い案件をご審査いただくこ

とになると思いますが、ご審議よろしくお願いいたします。  

 以上をもちまして本日の市民参加推進評価委員会を終了いたします。  

 ありがとうございました。  


