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平成２６年度第２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１０月７日（火）１８時００分～１９時２５分  

場 所：四街道市役所  ５階第１会議室  

出席者：委 員 石川久委員、椎名喜予委員、金子篤正委員、田汲明委員  

以上４名  

事務局  阿部貴之政策推進課長、森田智裕副主幹、齋藤久光副主査  

傍聴人：０人  

 

【会議次第】  

開  会  

あいさつ  

議  題  

１ 平成２６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  四街道市避難行動要支援者支援計画（仮称）の策定  危機管理監危機管理室  

２  
四街道市保育所における保育に関する条例及び同施行
規則の廃止（適用除外）  

健康こども部こども保育課  

３  
（仮称）四街道市保育の必要性の認定に関する規則の制
定  

４  四街道市国民健康保険税条例の一部改正（適用除外）  健康こども部国保年金課  

５  
四街道市墓地等の経営の許可等に関する条例及び同施

行規則の一部改正  
環境経済部環境政策課  

６  
四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害

の発生の防止に関する条例及び同施行規則の一部改正  

７  四街道市いじめ防止対策推進条例の制定  

教育部指導課  

８  
（仮称）四街道市学校給食費の管理に関する条例の制定

（適用除外）  

 

 ２ その他  
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【開会】  

事務局（阿部課長）  

 定刻になりましたので、平成２６年度第２回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４名のご出席をいただいております。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。なお、神委員、奥田委員につきましては、ご欠席のご連絡をいた

だいております。  

 当委員会の議長につきましては、市民参加条例施行規則第１０条第１項により、

委員長が議長となる旨、規定されておりますので、石川委員長に議長をお願いい

たします。ごあいさつの後、議事進行をお願いいたします。  

 

石川委員長  

 こんにちは。先日の台風は多少の影響はあったようですが、大きな被害はなく

良かったと思います。  

 当委員会におきましては、本日の会議におきましても、諮問事項について、し

っかりと審議してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

それではこれより進行を務めさせていただきます。  

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、本日の委員会においても明記する取扱いとしたいと存じま

すが、よろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 それでは、そのようにさせていただきます。  

 次に、会議の公開・非公開につきましては、本日の会議は特に非公開にする場

合には当たらないと考えますので、「審議会等の会議の公開に関する指針」の「３．

会議の原則公開」の規定により公開といたします。また、会議資料につきまして

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、傍聴

人の閲覧に供するものとすることとなっております。  

本日の会議では、傍聴人に資料を配布することと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 ) 

 

 それでは、そのようにさせていただきます。  
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傍聴希望者の確認をいたします。いらっしゃいますか。  

 

事務局（阿部）  

 いらっしゃいません。  

 

【議事】  

石川委員長  

早速議事に入りたいと思います。  

本日の議事は、平成２６年度市民参加手続の実施予定（追加）の評価でござい

ます。最初の案件について事務局から説明をお願いいたします。  

 

事務局（森田副主幹） 

 平成２６年度の実施予定の追加の評価につきましては、今年度、５月に開催し

ました第１回の会議以降に、新たに実施することが決まりました案件について、

本日、ご審査をお願いするものでございます。  

 最初に、１ページ、資料№１をご覧ください。  

 「四街道市避難行動要支援者支援計画（仮称）の策定」です。  

 行政活動の概要としましては、災害対策基本法の一部改正により、新たに、避

難行動要支援者名簿の作成等の規定が設けられ、本市の地域防災計画においても、

避難行動要支援者に係る全体的な考え方を定めたことから、下位計画となる現在

の「四街道市災害時要援護者支援全体計画」を見直し、「四街道市避難行動要支

援者支援計画（仮称）」を策定するものでございます。  

 市民参加手続対象の根拠は、条例第６条第４項でございます。  

 地域防災計画に付随して策定する実務的な計画であるため、第１項第１号の該

当ではなく第４項により実施することとしております。  

 計画の策定予定時期は、平成２７年３月です。  

 実施する市民参加手続は、意見提出手続として、計画案に係わるパブリックコ

メントを２６年１１月に実施する予定です。また、市民会議手続については、９

月に実施予定となっておりますが、９月６日に会議を開催済みでございます。  

以上が、資料№１「四街道市非難行動要支援者支援計画（仮称）の策定」の説

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、資料№１について説明がありました。  

この件について何かご質問、ご意見等ありましたらお願いいたします。  
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金子委員  

市民会議を開催済みということですが、参加者の人数はわかりますか。  

 

事務局（森田）  

会議参加者は、６名ということでした。  

 

金子委員  

計画案については、担当部署で作成されたのでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 今回の計画については、担当課である危機管理室で作成した素案を市民会議に

提示し、意見を求めたというように確認しております。  

 

金子委員  

 現在の計画を見直すということですが、変更となる内容は主にどのような部分

なのでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 現在の災害時要援護者支援全体計画でも、災害時要援護者の名簿は作成をして

いるのですが、希望した人のみを登録しています。災害対策基本法の改正により

名簿の作成が義務付けとなり、見直して策定する計画では、避難行動要支援者と

して、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、要介護認定者、高齢者

の中で、一定基準に該当する人を名簿に登録するということのようです。  

 

金子委員  

 名簿に登載される人が増えるということなのでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 登録を希望する人から、一定の要件を満たす人すべてを登録するということの

ようです。  

 

金子委員  

 作成された名簿については、自治会などに提供されるのでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 新たに作成される名簿情報については、適切な管理の下、関係者への提供がさ
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れるようです。  

 

椎名委員  

 個人情報なので、利用する側でも充分管理に気を付けながら、災害時における

避難行動の支援を行っていくということなのだと思います。行政側でも適正な管

理をしていただきたいと思います。  

 

石川委員長  

 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、手続は適正であるといたします。  

 次に、資料№２の説明をお願いします。  

 

事務局（森田）  

 ２ページ、資料№２をご覧ください。  

「四街道市保育所における保育に関する条例及び同施行規則の廃止」でござい

ます。  

行政活動の概要は、児童福祉法第２４条の規定に基づき、保育の実施基準につ

いて条例で定めておりますが、「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」により児童福祉法が改正され、子ど

も・子育て支援法により、保育の必要性について、内閣府令で定めるもののほか、

市町村が客観的基準に基づき認定する仕組みとなったことから、既存の条例及び

条例施行規則を廃止するものでございます。なお、保育の必要性の認定に関する

基準については、新たに規則で定めることとなっておりまして、この後の３ペー

ジ、資料№３が、その内容でございます。    

条例の廃止予定時期は、２６年１２月です。  

 手続対象の根拠は、条例第６条第１項第３号及び第６号でございますが、法律

の改正に伴い、既存の条例及び施行規則を廃止するものであり、新たに定める

「（仮称）四街道市保育の必要性の認定に関する規則の制定」、次の資料№３の

案件において、市民参加手続を実施することから、第６条第２項第１号に該当さ

せて、適用除外とし市民参加手続は実施しないことといたしました。  

以上が、資料№２「  四街道市保育所における保育に関する条例及び同施行規

則の廃止 」の説明でございます。よろしくお願いいたします。  
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石川委員長  

 資料№２の説明がありました。ご意見、ご質問等ありましたらお願いいたしま

す。  

 

金子委員  

次の№３の案件と関連するということですか。  

 

事務局（森田）  

 現在は、児童福祉法で保育を行う基準について、市の条例で定める旨が規定さ

れていますが、法の改正により、内閣府令で基準が定められることとなりました

ので、条例及び規則を廃止するものです。  

 

石川委員長  

 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、手続は適正であるといたします。  

 次に、資料№３の説明をお願いします。  

 

事務局（森田）  

 ３ページ、資料№３をご覧ください。  

「（仮称）四街道市保育の必要性の認定に関する規則の制定」でございます。  

 行政活動の概要は、子ども・子育て支援法により、保育の必要性について、内

閣府令で定めるもののほか、市町村が客観的基準に基づき認定する仕組みとなっ

たことから、新たに、保育の必要性の認定に関する基準を規則で定めるものでご

ざいます。  

 手続対象の根拠は、条例第６条第１項第６号です。  

 規則の制定予定時期は、２６年１２月でございます。  

実施する市民参加手続は、意見提出手続として、規則案の概要に係わるパブリ

ックコメントを２６年９月に実施を予定しておりますが、９月１７日から１０月

１６日までの期間で実施中でございます。   

以上が、資料№３「（仮称）四街道市保育の必要性の認定に関する規則の制定  」

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  
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 資料№３の説明がありました。ご意見、ご質問等ありましたらお願いいたしま

す。  

 

金子委員  

 新たに規則で定める内容は、現在の条例で定められている内容とどのようなと

ころが異なるのでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 現在の条例では、保育所における保育を行う基準として、１号から７号まで規

定しております。１号は、昼間に居宅外で労働することを常態としていること。

２号は、昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常

態としていること。３号は、妊娠中であるか又は出産後間がないこと。４号は、

疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること

等です。これと同じような内容が、内閣府令で定められておりますが、１号の労

働することを常態とするという部分が、１ヶ月において、４８時間から６４時間

までの範囲内で市町村が定める時間以上労働することを常態とすることという

内閣府令の規定になっていますので、この時間を市が地域の実情に合わせて定め

るというのが主な内容です。  

 

金子委員  

 市が定める時間はどのような案になっているのでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 現在、実施していますパブリックコメントの案では、１ヶ月あたり６４時間以

上で、１日につき４時間以上及び１ヶ月につき１６日以上とする。との基準案に

なっています。  

 

田汲委員  

 現在ある条例と施行規則はいつ廃止するのでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 条例は、１２月に開催される議会に議案として上程する予定とのことです。  

 

石川委員長  

 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。  
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（「はい」という声あり）  

 

 それでは、手続は適正であるといたします。  

 次に、資料№４の説明をお願いします。  

 

事務局（森田）  

 ４ページ、資料№４をご覧ください。  

 「四街道市国民健康保険税条例の一部改正」でございます。  

こちらの概要は、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の後期高

齢者支援金課税額に係る課税限度額、介護納付金課税額に係る課税限度額を改定

するものでございます。具体的には、後期高齢者支援金分課税限度額を１４万円

から１６万円に、介護納付金分課税限度額を１２万円から１４万円に、それぞれ

引き上げる内容となっています。  

条例の改正予定時期は、２６年９月です。施行は、２７年４月の予定となって

います。  

手続対象の根拠は、条例第６条第１項第３号でございますが、地方税法施行令

の改正に伴うもので、施行令の基準に基づいて行うもの、また、市税の賦課徴収

その他金銭の徴収に関するものであり、第６条第２項第３号、第５号に該当する

ため、適用除外とし市民参加手続は実施しないこととしております。  

 以上が、資料№４「四街道市国民健康保険税条例の一部改正」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  

 資料№４の説明がありました。ご意見、ご質問等ありましたらお願いいたしま

す。  

 

金子委員  

 今回の条例改正については、地方税法の施行令に規定されている内容のとおり

に変更されるということでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 後期高齢者支援金分の課税限度額、介護納付金分の課税限度額を、地方税法施

行令で定められている限度額のとおりに改正するものです。  

 

石川委員長  

改正によりどの程度の影響があるのでしょうか。  
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事務局（森田）  

現在の国民健康保険税の課税限度額は、年間７７万円ですが、それぞれ２万円

引き上げますので、計４万円増え、８１万円となります。  

 

石川委員長  

 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、手続は適正であるといたします。  

 次に、資料№５の説明をお願いします。  

 

事務局（森田）  

５ページ、資料№５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及び同施行規則の一部改正」で

ございます。  

行政活動の概要としましては、墓地等の経営の許可の申請に対し、標識の設置

や近隣住民との協議等について、規定を追加するとともに、許可基準等について

改正を行うものです。   

具体の改正内容としましては、墓地経営の許可申請をしようとする者に対して、

市との事前協議前に、計画内容を近隣住民に対して周知するため、申請者に対し、

標識の設置を義務付けることを追加、また、事前協議手続が適正になされていな

い場合には、市長が申請者に対して勧告することができることや、勧告に従わな

い場合には、その旨を公表できるとする規定等を追加等するものでございます。 

手続対象の根拠は、条例第６条第１項第３号及び第６号でございます。  

条例及び施行規則の改正予定時期は、２６年１２月です。  

実施する市民参加手続は、意見提出手続として、改正案の概要に係わるパブリ

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が、既に８月から９

月にかけて実施をしております。８月１８日から９月１７日まで、３１日間、実

施いたしました。  

また、審議会等手続として、公募委員５名が含まれる、四街道市環境審議会の

開催を１０月に予定しておりますが、１０月１日に一度会議を開催し、１１月以

降に再度開催する予定ということでございます。  

以上が、資料№５「  四街道市墓地等の経営の許可等に関する条例及び同施行

規則の一部改正」の説明でございます。よろしくお願いいたします。  
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石川委員長  

 資料№５の説明がありました。ご意見、ご質問等ありましたらお願いいたしま

す。  

 

金子委員  

 パブリックコメントを既に実施したということですが、その前に、審議会等手

続は実施したのでしょうか。通常の場合は、先に審議会の意見を聞いて、最終の

段階でパブリックコメントを実施していたと思います。  

 

事務局（森田）  

 市民参加条例では、市民参加の各手続の実施順序を規定している条項はありま

せんが、条例の解釈及び運用では、「意見提出手続を実施する時期については、

より具体的な案を示すことでより意見が出やすくなることから、意思決定を行う

最終段階で実施することを原則としますが、行政活動の企画立案から決定に至る

までの過程のうち、どのタイミングでも実施が可能」という説明をしています。 

 今回の案件に関して、パブリックコメントが先になっている理由について、担

当課に確認したところでは、環境審議会から、パブリックコメントで提出された

意見の概要を踏まえて議論したいとの意見があったためということでした。  

 

金子委員  

 審議会が実施する順序を決めたということでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 審議会からの要望を受けてということです。  

 

石川委員長  

 審議会からの意見を受けて、条例の改正案がパブリックコメントの案と変わっ

た場合はどのようになるのでしょうか。  

 

事務局（森田）  

現在、パブリックコメントで提出された意見の概要と、意見に対する市の考え

方を担当課で整理しているところです。また、環境審議会にも意見を聞いている

段階ですが、その内容については、現時点では把握をしていません。  

パブリックコメントで示した改正案と、審議会の意見を反映させた後の改正案

が相当異なるような場合には、担当課に対して、最終的な案により、パブリック

コメントを再度実施したほうが良いのではないかということを伝える必要もあ
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るのではないかと考えています。  

 

石川委員長  

審議会の意見により、手続の実施順序が逆転しているという事情は分かりまし

たが、通常は最終的な案によりパブリックコメントを実施することが原則という

ことですから、市民に対してパブリックコメントで示した案と、審議会の意見を

反映した案に相当の変更があるような場合には、再度、パブリックコメントを実

施するか或いは、パブリックコメントに代わる手続を実施する必要があると考え

ますので、適正ではあるが、最終の段階でパブリックコメントを実施されたいと

の意見を付したいと思いますが、いかがでしょうか。  

 

椎名委員  

 パブリックコメントは、最終的な案により実施したほうが良いと思います。  

 

金子委員  

 私もそのように思います。  

 

田汲委員  

この案件に関しては、特にパブリックコメントを先に実施したいという特別な

理由があったのでしょうか。  

 

石川委員長  

いずれにしても、最終的な条例改正案によりパブリックコメントを実施してい

るということでよろしいでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 パブリックコメントで示したものは、条例の改正内容の概要です。  

条例の解釈及び運用では、条例の場合のパブリックコメントについては、庁内

の「例規等審査会の前に、条例の骨子案や条例の概要版の形で実施するものとす

る」ということになっています。  

 

事務局（阿部）  

 補足しますと、条例の制定、改正の場合には、パブリックコメントの案が規定

形式の条例案だと市民の皆様には非常にわかりにくいということもありまして、

骨子や概要の案というわかりやすい形で実施をしているということでございま

す。その後、骨子あるいは概要案を規定形式で作成し、例規等審査会を経て議会
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に提案し、議決を受けて公布するという流れになっています。 

  

椎名委員  

条例改正の骨子案や概要版でパブリックコメントを実施して、その後、例規等

審査会を経て規定形式になったもので、再度パブリックコメントを実施するとい

うこともあるのでしょうか。  

 

事務局（阿部）  

それはございません。  

ただいま、ご議論いただいていますことについては、お手元の資料、市民参加

条例の解釈及び運用の１７ページの（２）の部分で説明をしています。  

 

金子委員  

今回の条例改正案については、いろいろな事情から、担当課でパブリックコメ

ントを先に実施したほうが良いという判断をされたということなのだと思いま

す。  

 

椎名委員  

どのタイミングでも良いけれども、最終的な案により、意思決定を行う最終段

階でパブリックコメントを実施するということが原則だというところではない

かと思います。  

 

石川委員長  

それでは、この案件に関しましては、適正ではあるが、最終の段階でパブリッ

クコメントを実施されたいとの意見を付したいと思いますがいかがでしょうか。 

コメント欄に記述する表現については、委員長に一任願います。  

 

（「異議なし」という声あり）  

 

それでは、そのように決定させていだきます。  

次に、資料№６の説明をお願いします。  

 

事務局（森田）  

６ページ、資料№６をご覧ください。  

「四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関す

る条例及び同施行規則の一部改正」でございます。   
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行政活動の概要は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染を未然に防止するため、

特定事業で埋立て、盛土及び一時たい積を行う土砂等について、自然由来の物に

限定し、改良土の使用を禁止するもの。また、搬入される土砂等の品質管理の精

度を上げるため、搬入届及び地質検査に係る手続きについて指導内容を強化する

ように改正を行うものです。  

具体の改正内容については、土砂等の埋立て、盛土及び一時堆積を行う場合に、

搬入できる土砂を明確にするため、改良土を使用できないこととするものです。 

また、搬入される土砂等の検査の精度を上げるため、搬入する際の届出につい

て、「５千立方メートル以内」ごとから、「２千立方メートル以内」ごとに変更

するもの、また、地質検査の実施及び報告の時期を「６ヶ月ごと」から、「３ヶ

月ごと」に変更するものでございます。  

手続対象の根拠は、条例第６条第１項第３号及び第６号でございます。  

条例及び施行規則の改正予定時期は、２６年１２月です。  

実施する市民参加手続は、意見提出手続として、改正案の概要に係わるパブリ

ックコメントを２６年８月に実施予定となっていますが、既に８月１８日から９

月１７日まで、３１日間、実施をしております。  

また、審議会等手続として、公募委員５名が含まれる、四街道市環境審議会の

開催を１０月に予定しておりますが、第１回の会議を１０月１日に既に開催した

ところでございます。  

以上が、資料№６「四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発

生の防止に関する条例及び同施行規則の一部改正」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  

資料№６の説明がありました。ご意見、ご質問等ありましたらお願いいたしま

す。  

 

金子委員  

 この案件も先程と同様に、パブリックコメントを先に実施しているということ

ですが、審議会からの要望があったということで理解してよろしいでしょうか。 

 

事務局（森田）  

こちらの案件も環境審議会に諮る案件ですので、先程の案件と同じ理由でござ

います。  

 

石川委員長  
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 先程の№５の案件と同じ状況ですので、同様のコメントを付すこととしたいと

思いますが、よろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 そのように決定させていただきます。  

 次に、資料№７の説明をお願いいたします。  

 

事務局（森田）  

７ページ、資料№７をご覧ください。  

「四街道市いじめ防止対策推進条例の制定」でございます。  

 行政活動の概要は、いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、いじめ防止等のた

めの対策に関し、市の基本理念を定め、責務等を明らかにし、市が取り組むべき

施策を整理し、積極的かつ効果的ないじめの防止等のための対策を実施するため、

新たに条例を定めるものでございます。  

 手続対象の根拠は、条例第６条第１項第２号でございます。  

 条例の制定予定時期は、２７年３月です。   

 実施する市民参加手続は、意見提出手続として、条例案に係わるパブリックコ

メントを２６年１１月に予定しております。  

 また、審議会等手続として、公募委員３名が含まれる、四街道市青少年問題協

議会の開催を１０月に予定しております。  

 以上が、資料№７「四街道市いじめ防止対策推進条例の制定」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  

 資料№７の説明がありました。ご意見、ご質問等ありましたらお願いいたしま

す。  

 

金子委員  

 この案件は、先程の２件の案件と異なり、原則どおりの実施順序で審議会等手

続とパブリックコメントを行っているということですので、№５と６については、

市民の関心が特に大きいなど、やはりパブリックコメントを先に実施するそれな

りの理由があったということなのだと思います。  

 

椎名委員  

 関心が大きい重要な内容だからこそ、最終的な案により意思決定を行う最終段
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階においてパブリックコメントを実施するということが原則なのだと思います。 

 

石川委員長  

 この案件については、手続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、手続は適正であるといたします。  

 次に、資料№８の説明をお願いします。  

 

事務局（森田）  

８ページ、資料№８をご覧ください。  

 「(仮称）四街道市学校給食費の管理に関する条例の制定」でございます。  

 行政活動の概要は、学校給食法第４条の規定に基づき実施する学校給食に係る

学校給食費の取扱いに関し、必要な事項を定めるため、「（仮称）四街道市学校

給食費の管理に関する条例」を新たに制定するものです。   

 条例の制定予定時期は、２６年１２月です。  

 手続対象の根拠は、条例第６条第１項第３号でございますが、学校給食に係る

学校給食費の徴収、納付等に関し条例を定めるもので、市税の賦課徴収その他金

銭の徴収に関するものであり、第６条第２項第５号に該当するため、適用除外と

し市民参加手続は実施をしないこととしております。  

 以上が、資料№８「 (仮称）四街道市学校給食費の管理に関する条例の制定」

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  

 資料№８の説明がありました。ご意見、ご質問等ありましたらお願いいたしま

す。  

 

金子委員  

 学校給食費は滞納額も結構あるようで運用が大変のようなのですが、今回、条

例を制定する目的は、滞納を減らすというような問題を解決することがあるので

しょうか。  

 

石川委員長  

 条例案の内容がわからないと、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し、適用除外となるものかどうかというところが判
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断しづらいのですが、そのところはいかがでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 現時点で担当課に確認しているところでは、条例に規定する内容の素案として

条項としては７条程度で、条例制定の趣旨、学校給食費の定義、学校給食を実施

すること、給食費を徴収すること、給食費の納付について、給食費を減額するこ

とができることを定めるということでございます。  

 

金子委員  

 現在の徴収方法を強化するような内容ではないのでしょうか。  

 

事務局（森田）  

 現在の徴収方法を把握していないのですが、条例を定めることにより学校給食

費については、市の会計で処理されることになりますので、滞納がされるような

場合は、処分についても適切な対応がなされるようになるのではないかと思いま

す。  

 

石川委員長  

 会計は区分しないで一般会計に入れるのでしょうか。特別会計は作らないので

しょうか。  

 

事務局（森田）  

 そこまでは確認しておりません。  

 

石川委員長  

 今の事務局の説明で、主なものは、学校給食費の徴収と納付に関することだと

いうことがわかりました。手続としては適正なのですが、条例案の名称が、学校

給食費の管理に関する条例なので、徴収、納付以外の内容が含まれないというこ

と、第６条第２項第５号のその他金銭の徴収に関するものに該当するということ

が、もう少しわかるような記述をされたいということを意見として付記したいと

思いますが、よろしいでしょうか。  

 

（「はい」という声あり）  

 

 そのように決定させていただきます。  

 以上で、議題１については審議が全て終了しました。答申文については委員長
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に一任くださいますようお願いいたします。  

 次に、その他ですが、事務局からなにかありますか。  

 

事務局（阿部）  

 特に、ございません。  

 

石川委員長  

 以上で、本日の議題については全て終了しましたので、事務局へお返しします。 

 

【閉会】  

事務局（阿部）  

 以上で、本日の市民参加推進評価委員会を終了させていただきます。ありがと

うございました。  


