
- 1 - 

平成２７年度第２回四街道市市民参加推進評価委員会会議録 

 

平成２７年１１月１７日（火） 

１６時００分～１７時３０分 

四街道市役所新館１階会議室 

 

 

１．開会 

２．あいさつ 

３．諮問 

４．議題 

５．出席者 委員会：石川委員長、椎名委員、金子委員、田汲委員、奥田委員 

      市 側：永易次長、岩林課長、黒岩 

 

石川委員長：それでは、本日の議事に入ります。本日の議事は、平成２７年度市民参加手

続きの実施予定、追加９件分の評価でございます。それでは１件ずつ審議したいと思いま

すので、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：それでは説明をさせて頂きます。まず、資料ＮＯ．１をご覧頂ければと思います。

四街道市介護保険条例の一部を改正する条例の制定でございます。概要としては、行政手

続きにおける、特定の個人を識別する為の番号の利用等に関する法律の施行に伴いまして、

本条例の一部を改正するものです。実施対象とする根拠は、第６条第１項第３号になって

おります。条例の施行時期は２８年１月でございますが、本紙の介護保険料に関わる既定

の様式類を法令に合わせて改正するものであり、法令の基準に基づいて行うもの、また市

税の付加徴収に関するものであり、条例第６条第２項第３号及び第５号に該当する為、適

用除外とするものであります。ご審議の程をお願いいたします。 

 

石川委員長：何か質問等ありましたらお願いをしたいと思います。様式にマイナンバーが

入るということなんですね。 

 

事務局：はい。 

 

石川委員長：あといかがでしょうか。よろしいですか。それでは、手続きは適正であると

いう事でよろしいでしょうか。ではそのようにさせて頂きます。続きまして、資料ＮＯ．

２についてお願いをいたします。 
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事務局：こちらもですね、ＮＯ．１と同様なんですけど、四街道市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の制定でございまして、概要としては行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、本条例の一部を改正するもので

ございます。実施対象とする根拠は、第６条第１項第３号にございまして、条例の施行期

日は２８年１月になりますが、本紙の国民健康保険税に関わる既定の様式類を法令に合わ

せて改正するものでありまして、法令の基準に基づいて行うもの、また市税の賦課徴収に

関するものであり、条例第６条第２項第３号および第５号に該当する為、適用除外とする

ものでございます。ご審議の程をお願いいたします。 

 

石川委員長：はい、それでは説明が終わりましたので、質問等ございましたらお願いをし

たいと思います。 

 

金子委員：はい。この手続き等については、私は特に意見ございませんが、これはマイナ

ンバーなんですよね。マイナンバーが導入されたことによって、番号をつけるというもの

ですね。ここに書いてある介護保険税条例であるとか、国民健康保険ですか。その二つに

とりあえずマイナンバーをつけるということで。他にはマイナンバーをつけるというもの

はないんでしょうか。 

 

事務局：はい。今回、１２月議会に出す案件については、条例で言うと２本。あと、規則

だとか、そういったものについては、７本ございます。それで、今回の議会に上程するも

の全てが、網羅されているものじゃないんですね。今後、こちらのマイナンバー法・条例

を所掌しているのが総務課になるんですけど、総務課に確認しましたら、２８年度、２９

年の３月議会において、残りのもので今回かけなかったものは、まとめてまた上程して、

議決を経ていくというようなところで話は伺ってます。以上です。 

 

金子委員：この手続きの問題なんで、質問するところでもないんですけどね。マイナンバ

ーで私分からないところでもあるんですけど。でも、この間あそこのカウンターで手続き

してましてですね、今確認されますよね、住民票取る時なんか。これからはマイナンバー

持っていけばいいのかと言ったら、それはだめだっていうことらしいんですね。要するに、

マイナンバーというのは、所得税とかはともかくとして、いわゆる手続き的なものについ

てはね、特に組み込まれてないと言われて、ちょっとがっかりしたんですけども、そうい

うものなんでしょうか。つまり全部、ちょうどアメリカのソーシャルカードがありますが、

あれみたいな全て運転免許証の代わりになるということじゃ、どうもないらしいんですね。

なんかちょっと私の思ってるのと違うなという気がしたんで。 

 

事務局：今、一応限定されていて、社会保障の部分と、税と、災害が発生したときに使え
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るということになるので。やっぱりその住民票の部分というとこまでは、今、対象にはな

っていないんじゃないかなと思います。 

石川委員長：逆なんですよね。マイナンバーからいくんじゃなくて。それぞれ個別のもの

がマイナンバーを利用して、自分のとこの制度に組み込むと。紐付けなんですよね。要は

両方が嚙み合ってる訳じゃないじゃないんで。使えないんですよ。 

 

金子委員：イメージが違いますね。 

 

石川委員長：それはまたそれといたしまして。では、この２番目、健康保険税条例に関し

ては、手続きとしては適当であるということでよろしいでしょうか。はい、では手続きに

ついては適切であるといたします。資料の３番目ですが、お願いをいたします。 

 

事務局：四街道市の一般廃棄物処理基本計画の変更でございます。概要としては、廃棄物

処理法第６条において、市は一般廃棄物の処理に関する計画の策定が義務づけられており、

一般廃棄物の発生量、および処理量の見込み、一般廃棄物の排出抑制に向けた方策に関す

る事項等を定めるものでございます。計画期間は、平成２８年度から４２年度となってお

りまして、実施対象とする根拠は、第６条第１項第１号になっております。実施する市民

参加手続の方法としましては、第７条第１項第１号の意見提出手続、第３号の審議会等手

続になります。意見提出手続については、２８年４月に実施予定となっており、審議会等

手続は公募委員４名を含む、ごみ処理対策委員会が２７年１１月から適宜開催する予定と

なっております。なお、前回のこちらの委員会にてですね、パブリックコメントの意見提

出手続ですけど、そちらの実施時期については、今日は審議会等から諮問答申を得た上で、

行政の案としてきちんと固まったものをパブリックコメントとしてかけなさいよ、という

ことで、委員会からもご意見があったところです。それで推進本部、副市長が本部長です

けれど、本部長自身がパブリックコメントで最後、というご認識なので、当然、委員の皆

さんのご意見も合わせた形で、今年の１２月または来年の１月に、正式にきちんと推進本

部を開きまして、庁内で統一しましょうということを提案させて頂きます。 

それで、この一般廃棄物処理基本計画と、次の４ページにも当てはまるんですけど、どう

してもパブリックコメントが、一般廃棄物処理基本計画の場合、２８年４月にやってまし

て、ごみ処理対策委員会・審議会を５月までということで、パブリックコメントで意見が

出て、その意見に対して市の考え方を示した上で、また戻すみたいなことになっているん

です。昨日、こちらを所掌している廃棄物対策課の方に出向きまして、ちょっとそういう

方向で、市として統一する考えでいますから、パブリックコメントは、あくまで審議会の

答申を得た上で最終的に行うものとして位置付けて下さいということで、ご了解頂きまし

た。明日、ごみ処理対策委員会が開かれて、この基本計画を作るにあたってのスケジュー

ル説明をする訳ですけど、その際にはですね、パブリックコメントは答申を頂いた上で最
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後に行いますよ、という説明をするというところになっております。以上でございます。 

 

田汲委員：私ね、思うんだけどね。意見提出手続というのは、例えば一つの政策をやるに

あたって、初期の段階から意見を提出するのを求めますよね、広報誌に載せたりして。あ

れも意見提出できるじゃないですか。この運用４とで両方できるんだから、何回やっても

いいというんだから、別に問題ないのでは。最初に意見提出で皆に意見求めて、後で煮詰

まった段階で同じ意見提出手続という名目なんだけど、これはパブリックコメントだよ、

最後には。そういう考え。 

 

金子委員：私の考えだと、意見提出というのは例えばいろんなアンケートを取ったりね。

そういうことは多分いろんな審議会やると思うんですよね。それが一つのパブリックコメ

ント、要するに市民意見提出、それはそれで。ただ、パブリックコメントというのはあく

まで、事務局の説明にもあったみたいに、審議案というのが出ましたという、その最初の

案に対していかがですかっていうことですが、ちょっとまた同じ意見提出でも違うんじゃ

ないかと思うんですがね。 

 

田汲委員：この運用を見ると、何回やってもいいと書いてある。 

 

金子委員：何回やってもいいんだけども、パブリックコメントはいわゆる僕たちが理解し

ているのは、最後の段階だってことで。その前にどんな形で限定して持ってくるかってい

うのはですね。それは審議会委員のやり方だと思うんですけどね。 

 

田汲委員：この運用を見ると、意見提出手続という項目なのに、みんな一緒くたに入っち

ゃってるんですよ。だから意見提出手続は、最初にやってもいいですよ、ただパブリック

コメントとなると、大体最終案をもって皆の意見を訊くと。もう条例も案もできている。

これ、両方書いてあるんだよね。そういう場合もできるよと。で、前段の広報誌でもって

意見を求めるのもできるよと。だから、あえてあんまり詳しく書かずに、パブリックコメ

ントという名前にするからややこしい、分けた方がいいという考え方もあるかもわからな

いですけどね。意見提出手続きの中に、普通の広報誌からの意見提出もあれば、パブリッ

クコメントみたいな形でやるのもあるんだよと。 

 

事務局：この前の委員会で、運用マニュアルのところでは、ちょっとそういうような表記

があって、過去の担当もそれぞれの課に対して、パブリックコメントについては、そうい

う最終段階じゃなくても、適当な時期に担当課で判断して行って頂ければというような話

をしていたらしいんですよ。ただ今回は前回の委員会の中で、やはりパブリックコメント

は最終的に行っていくところが、本来の国でやっている行政手続き法なんかで言うパブリ
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ックコメントはそういうスタイルなんで、そういうスタイルで統一しようと。それで前段

のところで行うものについては、その他市民参加の方法という事で、意見聴取なりで、ど

んどん積極的にそれをやっていこうと。それは、前回の委員会の答申分にもですね、３点

程まとめさせて頂いて、そういう方向で市の方は統一して運用して下さいね、というとこ

ろで、委員の皆さんからもですね、ご意見を頂いたところでございます。 

 

田汲委員：それはそれでね、いいんですけど。ただ、運用では意見提出できる。そうする

と今度は、意見提出したことは、全てパブリックコメントになっちゃいますか。 

 

事務局：意見提出手続きと、パブリックコメントはイコールなんです。 

 

田汲委員：イコールというより、本来の言葉としては、パブリックコメントという言葉は

出てこない。その運用の中でパブリックコメントがありますよ、広報誌でもらう意見提出

手続もあるよ、二つある。正式に言うと。後半になったやつは、意見提出手続（パブリッ

クコメント）と書けば、別に統一しなくていいのでは。 

 

石川委員長：前回の論議で一応、結論みたいのが出たのは、市民参加手続は、パブリック

コメントである、ということなんですよ。 

 

田汲委員：いえ、それがね。我々はパブリックコメントというのは、一般的にはそういう

ものだと理解してたけど、この運用で読むと、両方ともね、初期の段階での意見提出、パ

ブリックコメントになるようなやつは、後半でいい。初期の段階でやるものも意見提出で

きるんです。どっちも意見提出なんですよ。 

 

石川委員長：その解釈運用の方の手引きの方をはっきり変えなきゃいけないと思うんです。

確かに、原稿のやつを見ると、そういう風に読める。それでいろんな混乱が起きてきて、

やはり本来の、パブリックコメント、意見提出手続と言っているのは、一通り案がまとま

った段階で、最終的に市民の声を聴くと。 

 

田汲委員：それは充分わかっているんですけどね。ここに運用の仕方と書いてあるから。

書いてあるということは、私もここまで深く読まなかったからちょっとわかんなかったけ

ど、「あれ、じゃあ、いい加減にやっているのかな」と思ったんだけど。広報誌は広報誌と

して意見提出手続きをやってるんですよ、初期の段階で。で、今度はパブリックコメント

やりますよとなったら最初のはなんだったかとなる。意見提出手続（パブリックコメント）

と書くのが親切では。もし、分けるんならね。 
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石川委員長：そうですね。いずれにしても誤解のないように、いろんな意見の聴取の仕方

があって、その中で、これはこういう風にきちんと聴いています、これはきちんとこれと

なっています、という風に、皆さんがわかりやすいような、理解の為の手引きを作るとい

うことが必要だと思うんですね。 

 

金子委員：意見を訊くチャンスはいくらでもあると思うんですけども、この手続きのパブ

リックコメントだけはやりなさいよと、逆にね。これは重要な見解にしてやりなさいって

いう意味だと思うんですよね。他の方法は何かやるかもしれないけれど、これは最終段階

で聴取する。やらないといけない事項だという風に私は解釈したんで。まあ、よりスッキ

リしたなと私は思っています。 

 

田汲委員：最後の実施予定時期というのは、これ問題ないんですよ。初めにやるやつはた

だの意見提出手続き。最後の方に日にちが、もう条例実施案の間際だよ、というのであれ

ば、同じ意見提出手続きであっても、このパブリックコメント。そういうことですよね。 

 

石川委員長：そういうことですね。 

 

永易次長：今の点はご指摘の通りというか、部分があるんですが。同じ用語を使ってしま

うと、わかりにくいので、用語の定義をこの間、前回もそうだったんですけど、定義をし

っかりしてくださいというお話がありました。で、その定義を我々としては、しっかりと

やって、今、担当が言っていたのは、最終的にやるものを意見提出手続ということと捉え

て、それ以外のものはその他の手続きの中で、また名称を何か考えるか。だから、早いタ

イミングでできるようなものについての定義を、何か位置づけようと。これは本部会等で、

今後検討していく中で、どのような定義にするのか。いずれにしても間違いがないという

か、勘違いすることのないような用語の定義をちゃんと定めて、その定義に合わせた運用

解釈、こちらの方も修正すると。場合によっては、条例の方にも位置づける必要があるの

であれば、そういった手続きをきっちりとしていくという形になるかと思います。 

 

金子委員：考えてみると私達も審議会出て集まった経験からすると、パブリックコメント

というのは、割と意義が出てくるんですよね。本来だと、もう一回最後に審議会があって、

パブリックコメント入れた形で修正するというのが本来の姿だと思うんだけども、それが

案外やらない。多少、修正されるのかな。修正して報告されることあるか。これでくると、

２８年５月までに委員会やって４月にパブリックコメント求めるから、場合によってはそ

のひと月の間にパブリックコメント入れた、修正する委員会というのは考えてる可能性は

あるかも知れませんね。それが本来の姿かも知れませんけど。 
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田汲委員：大体、政府なんかでやっているパブリックコメントだと、文言は変えないです

よね。もうずっとただ説明しただけで。意見があっても、聞いとくよ、だけで終わっちゃ

いますよね、政府なんか。 

 

石川委員長：市の場合には、出てきたものについては、逐一答えていかないと。では、戻

りまして、この四街道市の一般廃棄物処理基本計画の変更ということで、２８年度から４

２年までの計画。所定の手続きが書かれております。いかがでしょうか。手続きとしては

適切であるということでよろしいでしょうか。はい、有難うございました。では、適切で

あるといたします。それでは、資料ＮＯ．４、お願いいたします。 

 

事務局：はい。続いて、四街道市ごみ処理施設の整備基本構想の策定でございます。概要

としては、今後整備が必要となります、各処理施設に必要な規模だとか、機能法制、整備

方法を処理システム案として、複数用意いたしまして、各々の案について、実行性、経済

性等を踏まえ、選定した処理システム。それを、最適案といたしますが、そちらも施設整

備基本構想として、作成するものです。実施対象とする根拠は、第６条第１項第４号にな

ります。実施する市民参加手続の方法といたしましては、第７条第１項第１号の意見提出

手続。３号の審議会等手続になります。意見提出手続は２８年１１月に実施予定となって

おり、審議会等手続は公募委員４名を含みます、ごみ処理対策委員会が２８年１月から適

宜、開催される予定となっております。ご審議の程をお願いいたします。 

 

石川委員長：はい、説明がありました。何か質問等あればお願いをいたします。 

 

金子委員：手続きの前にちょっと質問というか確認ですけれども。ここで言うごみ処理シ

ステムというのはいわゆるごみ処理施設、今はみそらにごみ処理場がありますよね。ああ

いったごみ処理場そのものができるわけですか、施設と書いてありますけれども。 

 

事務局：次期のごみ処理施設について、今のごみ処理施設も焼却炉だったり粗大ごみ処理

施設なんかがあったりどういう分別で収集してくると、どういう流れでごみ処理が行われ

るかとか。またその、燃やされたごみについても、例えばガス化溶融炉みたいな施設であ

れば 1,300 度くらいで焼却して、それを溶融スラグなどにギュッと固めて路盤材などに持

っていったりするわけですね。今のうちの施設は流動床炉といって砂を温めて燃やすよう

な施設ですので、焼却灰なんかは最終処分場をうちで抱えていませんので、銚子だとか北

茨城なんかに持って行っているんです。全体的なシステムをどうするかっていう話なんで

す。 

 

金子委員：これは大問題です、市民にとってみればね。今まで議論を踏まえて相当な問題
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だと認識しているんですけれども。その点、やっぱり今の施設を使わない前提で新しく処

理場を作るということを検討しようとしているのか、それが大筋なわけですね。 

 

事務局：今ですね、市政だよりの方でもしかしたらご覧になって頂いたりしているのかも

しれないですけれども、みそら、山梨、正確には住所山梨なんですけれども、あちらでの

操業をやっていくというのは、自治会としては自治会内で住民投票をやって反対だという

結論に至りましたので、今は土地を先行取得して吉岡という所に交渉窓口を設けて頂いて

市としてお願いをしているという。 

 

金子委員：そうすると吉岡の某地区に考えている所が新しい処理施設に考えているという

ことなんですね、この委員会は。 

 

事務局：まだそれは吉岡で合意が得られて、もしも「いいよ」ということになれば吉岡の

土地を使ってどういうくらいの規模、あと搬入路をどうしようかだとかそういうことを絵

として描かないといけないわけですよね。それはあくまで地区が「いいですよ」という中

で合意が得られたらの話ですから。まだどこに建設するっていうのは最終的に決定してい

るわけではないです。 

 

金子委員：私が良くわからないのは、もちろんいきさつは聴いてはいるんですけれどもね、

多分市が最初にごみ処理施設を造る時に、自治会の協定書を結んだと思うんですよね。そ

れにはある程度になったら廃止することになっていると思うからいろいろもめていると思

うんですけれども、よく考えてみたら自治会だけ、４千人程の住民投票でね、我々市民の

前途を大きく関係するところの意志が決められて、それで駄目になったらなんかそんな住

民投票だったらあるのかと私非常に疑問に思ったところなんですけれども。その住民投票

に反対が多かったからじゃあまたみそらとなると、負担が増えるはずです、新しく造ると

なると。そういう極狭い地域の自治会だけの住民投票で、我々あと９万人が従うというの

は私非常に納得がいかないんですけれども。しかも割とうまくいってた話なんですよね。

私が聴いている話だと。前の事務局長が随分頑張って自治会長さんも頑張ってなんとかあ

そこで契約する話になったと思っていたところ突如ひっくり返されて、我々びっくりした

んですけれども。これはさっき言っていた手続きにも関わるんですけどね。住民投票は大

事なことかもわかんないですけれども、その地域だけで決められるというのはどうも。 

 

事務局：いろいろあろうかと思うんですけれども、私も実は１０年間ごみ処理に関わって

いたんですけれども紆余曲折ありまして、市民お一人おひとりいろいろ考えがあるんです

けれども、平成元年８月に協定を結んで、延長、延長で来ている中で、今はこういう状況

で吉岡の方に交渉窓口を一応設けて頂いて話をしてというようなところに至っている。 
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金子委員：吉岡がうまくいけばいいんですけれども、いかなくて膨大な費用かかる場合に

は、また新たにみそらの方に頭を下げてお願いをするという事もなきにしも非ずなんでし

ょうかね。これは手続きの問題以前で。 

 

事務局：それは私どもには答えられません。事実だけを話させて頂けると。 

 

田汲委員：今のごみ処理施設はあと何年くらい持ちそうですか。 

 

事務局：施設の耐用年数ですか。確かに施設は改修、改修なんで、老朽化してくると処理

能力は段々どうしても落ちてくる。ただ何年というのは私もですね、そこまで詳しい事は

聞いていないです。 

 

田汲委員：１０年くらいは持つといいですね。今の資料ＮＯ．４のごみ処理、これとその

前の方の資料での一般廃棄物処理、この違い。私、これ見てごみ処理だと思っていたら、

後ろの方にまたごみ処理があるんでこれはなんか違うんですかと思って。 

 

事務局：具体的に一般廃棄物処理基本計画というのは、市から出る一般家庭から事業所か

ら出る排出量、排出されたごみをどういう風に将来そのごみが伸びていくのかその見込み

を立てた上で、これくらいの焼却施設が必要だよねっていうところを出すんですね。その

基本計画に基づいて、具体的にどういう処理施設の内容にしようだとか、粗大ごみ処理施

設は何トンにしてどういう処理方式にしようかだとか、施設の細かなものを考えていくの

が、資料ＮＯ．４のものになるんです。その前段のものになります。ごみの将来予測です

ね。 

 

田汲委員：そうするとこの計画年次というのは含まれないということですか。２８年から

４２年という１４年間の計画年次を限定していますね。最初のページの奴が。これはそれ

とは次元が違っている。 

 

事務局：いえ、決して違うものではなくて、当然４２年度くらいまでにはどのようなごみ

の発生量になっているのかというところを見越した上で、施設の将来的なごみの伸び、も

しかしたら人が減ってごみも減るのかもしれないですけど、そういうごみ処理基本計画で

出された処理量を見越した上で、施設のこのくらいの処理量が将来的には必要だよねとい

うところで作りますので、当然関連性は両方あります。 

 

金子委員：ということは３ページの基本計画のところに、仮に市民がすごい協力して非常
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にごみを減らすとかそうなった場合には、施設の方に影響してくるわけですよね。そりゃ

もう同じ審議会や第３者委員会がやっているんで、当然並行していきますよという事なん

でしょうね。それベースにならなければ新しい施設も考えられないし、例えばごみが半分

に減れば、今のみそらでも、と考えが変わってくるかもしれない。並行して進めるという

事ですよね。 

 

石川委員長：よろしいでしょうか。はい、それではこのごみ処理施設整備基本構想策定に

関しては、手続きとしては適切であるということでよろしいでしょうか。 

 

委員一同：はい。 

 

石川委員長：ありがとうございます。続いて資料ＮＯ．５です。お願いします。 

 

事務局：続いて四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定でございます。概要とし

ては鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の名称が、鳥獣の保護及び管理ならびに狩

猟の適正化に関する法律に改正された事によりまして、四街道市手数料条例に記載されて

いる、鳥獣飼養許可に係る法律面を改正するものでございます。実施対象とする根拠は第

６条第１項第３号です。条例の施行期日は２７年１０月でありまして、本案件については

８月２７日に次回の市民参加推進評価委員会の審議に付す案件にかかる情報提供というこ

とで、委員の皆さんにシートをメールにてお送りさせて頂いたものでございます。法律面

の改正に伴いまして手数料条例に記載の法律面を変更するのみであることから、条例第６

条第２項第１号の軽易なものに該当する為、適用除外とするものであります。また第５号

のその他金銭の徴収に関するものにも該当いたしますので、すいませんマークついていま

せんがチェックボックスを塗りつぶして頂ければと思います、申し訳ありません。以上で

ございます。ご審議の程お願いいたします。 

 

石川委員長：はい、説明が終わりました。何かご質問がありますでしょうか。よろしいで

すか。では、適切であるということにさせて頂きます。では、資料６番です。 

 

事務局：続いて、四街道市都市公園条例の一部を改正する条例の制定でございます。概要

としては四街道中央公園野球場の一部無料開放を平成２８年４月１日から実施する為、四

街道市都市公園条例の一部を改正するものでございます。実施対象とする根拠は第６条第

１項第３号です。本件についても８月２７日に委員の皆さまに事前にメールでシートをお

送りさせて頂いております。条例の施行時期は２８年４月でございますが、本改正内容が

本来、公園使用者が納付すべき使用料を免除するということにあたりまして、その他金銭

の徴収に関するものと言えますことから、条例第６条の第２項第５号に該当する為、適用
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除外とさせて頂くものでございます。ご審議の程お願いいたします。 

 

石川委員長：説明が終わりました。何かご質問等ありましたらお願いします。 

 

事務局：その辺担当課から頂いておりまして、来年度の４月から第１週から第４週の木曜

日の午後２時から午後４時まで無料開放するとなっていまして、使えるのが第１週と第３

週が野球及びソフトボールの日、第２週と第４週がサッカーの日ということになっていま

す。一応こんな利用方法となっています。 

 

事務局：ただ面白い規定となっていまして、１日あたり概ね３０名が使用できるものとす

る、となっているんですよ。要は監視員を置いて、ちょっと混み入ってるだとかそういう

のをチェックして、既にもう３０名以上の団体がやっているところにまた１０名くらいの

団体がぽんと来るようなことはご遠慮頂くだとか、そういう方法で運用するのかなという

風に思っています。 

 

石川委員長：もともと有料であるところを無料で開放するという積極的な理由はなんです

か。 

 

事務局：理由は、市民からの要望がかなりある。無料で使わせてもらいたいと。 

 

石川委員長：無料にすることのデメリットというのもあるはずですよね。例えば利用調整

をする必要が出てくるわけですよね。今までは占用させてその時間は団体ないし使う人が

決まっていた。無料にすることによってＡという団体も団体ＢもＣも使いたいといった時

には調整は一体どういう風にするんですかね。 

 

永易次長：そうですね。これは団体利用だけじゃないという風に私たちは聞いている。別

の会議の際に少し聞いたんですけれども、例えば親子でボール投げをしたりサッカーをや

ったりといっても、今現在通常の街区公園というのは禁止されているんですね。バットを

振ったりボールを投げたりと。ですので、団体だけが対象ではないのかなと思っておった

んですけれども。 

 

事務局：仰る通りで団体だけが対象じゃないんですけど、ただサッカー、野球をきちんと

試合、ゲーム感覚でやろうとなると、どうしても結果団体になる部分もあるのかなと。た

だ、事情を聴くと、個人の利用をそれで阻害するものではないのでという話なんですけれ

ども。 
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永易次長：危険なので監視員を付けるとは言っているんですが、ですから私個人的にちょ

っとその時に申し上げたのは、通常の団体が使うのであれば占用使用する、いわゆる有料

使用すればいいんであって、ここはもう完全に団体ではないところに開放して、親子で遊

ぶ時間とか友達同士がなかなかボールを投げたり、サッカーのボールを蹴ったりだという

ことが近所の公園でできないんだったらここへきてやれるよ、という開放の仕方、その為

に確か設定を２時～４時くらいで子どもが来られるような時間設定をしてたと理解してた

んですが。 

 

石川委員長：例えば実施しない根拠第５号というのであれば、徴収する方に市民からいっ

ぱい取るなと言われたら困るんで、そういう話はちょっと勘弁してくださいという話だと

思うんですよね。だけど無料にするというのはこれ徴収に関する話じゃないですよね。制

度そのものを変えるということですよね。今まで有料でやってきましたと、しかしそれを

取りませんと。これはちょっと認識がおかしいかなという気がしますけれどもね。しかも

一般無料開放の実施に向けた具体策がきちんと今聴けないので。これ、本当に市民参加の

立場からこれでいいのと訊かれた時に、もうちょっとちゃんとやんなきゃいけないんじゃ

ないの、という気がするんですよね。無料にすることも是非、公園の利用の仕方も是非、

というのは市民参加で訊いて、じゃあそんな風な約束でやろうかという、そういう段取り

が必要じゃないでしょうかね。 

 

椎名委員：安全配慮義務みたいなものをきっちり踏まえた上でやらないとまずいのかなと。 

 

田汲委員：見直しの段階ですね。まもなくやるということですよね。構想もできていない。 

 

石川委員長：もうちょっと論議して頂くか、まさに意見交換とかですね、その手続きにつ

いて市民参加でもうちょっと考えて頂く必要があるのではないでしょうか。 

 

事務局：それでですね、大変申し訳ないんですがこの案件なんですけれど、８月にメール

で差し上げていまして、９月議会の方に条例案を上程いたしまして議決を経て制定されて

います。 

 

椎名委員：施行は４月からと。 

 

石川委員長：利用に関する手続きというのを、その間でもやってもらった方がいいような

気がしますけれどもね。 

 

椎名委員：事故があってからではしょうがないですからね。 
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石川委員長：そうですよね。 

 

田汲委員：議会で決まったっていう事は、我々の方では追認してくれということですか。 

 

事務局：審議会は審議会の役割で、それが適正かという視点に立ってご意見を頂くという

ことですので、そういう話ではないです。 

 

石川委員長：ただ、条例そのものは可決されているんで、ただ具体的な施行をどうするの

かっていうのは別問題だと思うんですよ。 

 

椎名委員：具体的な運用、適切な運用ができるような部分を整備して頂けたらということ

です。 

 

石川委員長：少なくとも時間は多少なりともある訳ですから、どんな風にすれば事故が起

きないのか。それから逆に言うと団体の利用を制限することになるわけですよね。他の人

達が入ってくるということになると、そこの時間帯にしかできない団体はどうするのか、

別の場所を探すとか、少し考えないとやはりいろいろと問題がありそうですよね。 

 

金子委員：毎週木曜日の２時～４時の２時間、その時間は誰も使っていないね、僕が見る

限り大体。だから無料にしようが何にしようが変な言い方ですけどね、無料にしたからど

っと人が来るのかといったら子どもたちはまだ学校ですよね、３時頃まで学校にいるし。

野球もじゃあ野球するチームはそんなに集まりませんよ。土日だってそんなに使われてな

いくらいの実態ですから。なんとなくそういう開放というのをやってますよという。 

 

奥田委員：借りる団体に選択はないんですか。あなた方は駄目なんですとか。 

 

事務局：そこまでは規定されていません。実態としてはたぶん個人利用が主なものとなる

と。 

 

金子委員：それならわかりますよね。 

 

事務局：私も小学生の子がいますけど、塾だなんだで大勢の人数がバッて集まって野球や

るような事ってなかなか今、現実問題ない。恐らく無料開放してもどれほど利用者がいる

のかなというところ。 
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椎名委員：それはその通りだと思うんですが、実際にそれを主催する市としては、やはり

きちっとそこのところは安全配慮というのを考慮した上で。実際に何が起きるかというこ

とは想定して。事故が起きてからえーということにならないように。 

 

石川委員長：そういったことを論議してほしい。うちの近くにもバスケットができる小さ

な公園が一つ、そこはやっぱり利用者団体懇談会みたいのがあって、お互い最大２０分ま

でにしようとか、そういう一応内輪な約束事ができている。だからやっぱりそういうのが

きちんとできるような形にしないと、けんかになっちゃうんですよね。 

 

金子委員：似たような例ではですね、当市の場合小学校の体育館を開放しているんですよ

ね。その団体たちが自分たちで話し合ってやってますからもめないでいますけれどね。そ

ういったことは２時間だからどうなるのかわからないですけれども。 

 

奥田委員：私はあるスポーツをやっていて、スポーツ保険にも入っているわけです。これ

は入っていないとできないんですよ、という前提があるんですよね。ところが例えば町内

で、あそこ借りるの利用無料だよという事になった時に、恐らく保険なんか全然入ってい

なくてやる。その時、保険入っていますかと、そういう事で制約はないのかなということ

です。 

 

事務局：そこまでは規定からは読み取れないですね。 

 

金子委員：それは有料、無料に関わらず保険というのは個人の問題で、保険に入っていな

いと無料にしてくださいとは言いにくいとは思うんですよね。恐らくそこのグループの責

任にはならないと思うんですけどね。もし事故なんかがあった場合。 

 

奥田委員：これ無料となれば、魅力あるから一般のシニアの延長で。 

 

金子委員：グラウンドゴルフならともかくとして、野球、サッカーだと限定しているんで

すよ。恐らくグラウンドゴルフなら増えますよきっと。だけどちょっと難しいかな。 

 

石川委員長：手続きとしては負担させることじゃなくて、逆にするならいいじゃないかと

いう考えもあると思うんですけれども、ただ単純に無料にするだけの話じゃなくて、今ま

での使い方を変えるということなんで、少なくても制度の変更に伴う対応については十分

に配慮してやって頂かないといけませんね、というコメントを付けないといけないですね。

ですから私どももうっかりしておりましたけれども、実はこういうタダにするからいいじ

ゃないかというだけじゃなくて、タダにしてどうするかという。 
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田汲委員：この項目についてはもうちょっとパブリックコメントじゃない意見提出を入れ

た方がいいんじゃないかと。 

 

石川委員：そうですよね。お金を取る方の意見があっていいんじゃないかという話もあっ

たみたいなので。一応その適正だが制度の変更に伴う対応については充分に配慮してもら

いたいというコメントに付すということにさせて頂きたいと思います。 

 

事務局：担当課の方にも投げまして、事後対応の確認はしていきたいと。 

 

石川委員長：せっかくだからグラウンドゴルフをやりたいっていうんだったらやってもら

った方がいいんじゃないですかね。 

 

田汲委員：ゴルフの方が人気がありますよ。 

 

金子委員：野球、サッカーを子どもたちにやらせるという目的。 

 

石川委員長：２時４時じゃあお年寄りの方とか高齢者にも良いですよね。良い時間ですよ、

絶好の時間ですよ。はい、では６番終わります、７番お願いします。 

 

事務局：はい、続いて四街道市耐震回収促進計画の改定でございます。概要としては平成

２０年３月に策定した計画の期間が今年度で終了いたしまして、平成２５年１１月２５日

に耐震改修促進法が改正されると共に、千葉県耐震改修促進計画が改定されたことに伴い

まして、当計画を改定するものでございます。実施対象とする根拠は第６条第１項第１号

になります。なお、本計画の改定内容が改正耐震改修促進法の関連告示でございます、耐

震促進の基本方針に基づきまして、現計画で設定している一般住宅の耐震化率を平成２７

年まで少なくとも９割にするという目標から、平成３２年までに少なくとも９５％にする

という目標に変更するのみであることから条例第６条の２項第３号に該当するものとし、

適応除外とするものでございます。ご審議の程お願いいたします。 

 

石川委員長：はい、ありがとうございます。説明が終わりました。質問等ありましたらお

願いいたします。９割を９５％にするというだけ、ということですね。 

事務局：そうですね。 

 

石川委員長：よろしいですか。では適切であるといたします。次に８番、お願いいたしま

す。 
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事務局：はい。四街道市歴史広場の設置及び管理に関する条例の制定でございます。概要

としては郷土の歴史と文化に対する理解を深め、文化財の保存と活用を図りながら地域文

化の向上に資する為、四街道市歴史広場を設置するにあたり、設置及び管理に関する条例

を制定するものでございます。実施対象とする根拠は第６条第１項第３号です。実施する

市民参加手続の方法としては、第７条第１項第１号の意見提出手続、４号の市民会議手続

になります。意見提出手続は２８年４月に実施予定となっており、市民会議手続は四街道

市歴史広場の設置及び管理に関する条例検討会を２８年１月に開催する予定となっており

ます。ご審議の程お願いいたします。 

 

石川委員長：はい。歴史広場の条例の件です。説明の方終わりましたので質問等ありまし

たらお願いをいたします。 

 

奥田委員：その歴史広場という場所はどこを設置予定としているんですか。 

 

事務局：はい。条例に位置付ける場所は２ヵ所でございまして、１ヵ所目が堀込城跡広場

ということで、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれど、駅の南口の坂を下りき

ったところに左にセブンイレブンがあるんですけれど、そのセブンイレブンの道を挟んで

真向いの高台になっている所です。そこが１ヵ所目ですね。２ヵ所目が物井古墳広場とい

う所で、物井の特定土地区画整理事業地内、ナフコだとかケーズデンキが建っている所、

そちらの方になります。 

 

金子委員：今ある現存のその公園とは違う場所ですか、物井の。 

 

事務局：すみません、私も現地に行っておりませんので詳細が分からないのですが、それ

ではないはずです。 

 

金子委員：あれ、何か歴史の物あったかな。 

 

石川委員：城跡ですか、一つは。 

 

事務局：はい、そうですね。 

 

石川委員長：もう一つは埋蔵物か何かですか。 

 

金子委員：御嶽神社じゃないですよね。 
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永易次長：違いますね。あそこじゃないですね。 

 

石川委員長：では、それはお楽しみという事で。他にいかがでしょうか。 

 

田汲委員：これパブリックコメントになってますよね。２８年４月、時期的にはいいとし

て。これが、今まで意見提出手続として広報誌なんかに載せたじゃないですか。あの文面

はどこから読めばいいの。広報誌なんかに載せますよね、その文面はこの意見提出手続の

中に、資料に載ってくるはず。 

 

事務局：すみません、パブリックコメントが意見提出手続です。 

 

田汲委員：いや、それは分かっているけれど、この前にいつもやるもの。 

 

石川委員長：その他のところになるんですよね。 

 

事務局：意見聴取のアンケートとかの話でしょうか。 

 

田汲委員：広報誌にいつも載せるじゃない。 

 

事務局：広報誌に載っているものは意見提出手続です。 

 

田汲委員：いや、委員長が言っているように、二つやるんでしょ。 

 

石川委員長：いわゆるパブリックコメントじゃなくて、これについて何かご意見があるな

ら出してくれとか、所定の手続きもある。何歳からだったらできるとかね。 

 

事務局：それは、市民の声とかそういう話ではなくですか。 

 

田汲委員：いや、そうじゃなくて。今、市政だよりなんかががあるじゃないですか。あそ

こにいつも載せるもの。こういう形でやると。 

 

永易次長：予定されている意見提出手続とか、市民会議手続とかですか。 

 

田汲委員：どういう意見がありますか、と求めるじゃないですか。今までそれも載ってい

たし、最近はパブリックコメントばっかりカーンと載せちゃうけど、二つ本当は載せた方
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がいいんのでは。 

 

金子委員：それは確認ですけど、市民会議手続で検討会というのを作る訳です。これは要

するに審議会がないから、別に対象者は市民等ですから、こういう委員が集まってやると

いう訳ではないんですね。庁内で検討会を作ってという事になる訳ですよね。 

 

事務局：市政だよりで、一般の方是非参加して下さいな、と言って手を挙げた方たちで構

成される組織が市民会議です。 

 

金子委員：そこの主催者はあくまで市の方、文化財の方が担当するという事になる訳です

ね。 

 

事務局：そうですね。事務局はそうなっております。 

 

田汲委員：いえ、そうじゃなく。今まで広報誌に載っていたのはどうなっちゃうのという

事です。 

 

事務局：あれは、これを載せます。今日はこの条例について皆さん意見ございますかと載

せるのがパブリックコメント、意見提出手続きの方です。はい、これです。これがその市

政だよりに載せるものです。 

 

田汲委員 ２８年４月。 

 

事務局：はい。 

 

金子委員：これは市民の公募はしたんですかね。 

 

事務局：２８年１月から実施されますので、恐らく今ぐらいにはもうしているんじゃない

かなと思います。 

 

金子委員：気がつかなかったな。では、公募している訳ですね。 

 

事務局：はい、そうですね。今ぐらいにはしているはずですね。 

 

田汲委員：よく見ているんだけど記憶になかったな。 
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事務局：もしかしたら次の号なのかも知れないですけど。要は、この条例はパブリックコ

メントが４月なので、来年の６月議会にかけるようになっているんですよ。それなので、

このシートを出して頂いた時からまたちょっとスケジュール調整して、もうちょっと遅く

てもいいんじゃないか、とかいう風なやり取りをしているとなると、ちょっとそういう市

民会議の人を募集するという記事はまだ載っていないかもしれないです。ごめんなさい、

ちょっと確認しておりませんので、すみません。 

 

田汲委員：以前、いっぱい資料をくれたんです。その資料に広報紙には意見提出手続とし

て市民からこのように意見をもらいましたよ、０でしたよと。ほとんど０だったけど、そ

ういうのもこの意見提出手続に入ってくるんです。 

 

石川委員長：それは結果だからですかね。今回は予定シートなので。 

 

田汲委員：予定シートの中にそれも今までは載っていたんです。 

 

事務局：実施状況の中に、いついつ実施しましたよ、というそれぞれの手続きが一覧化し

ているものが年度末に。 

 

田汲委員：あれは載らなかった。 

 

石川委員長：大体２回とか３回やるので、その最初にやるやつがこれなので、１年間終わ

った段階で分厚いのが出てくるという。 

 

田汲委員：予定シートなんだから、逆にそういうのを、これも意見提出手続に入ってます

よと。意見提出手続というのは、今まで何回も言うようだけど二つある。広報誌に載せて

最初の意見を、早い段階で簡単な意見を聴取しますよと。最終段階になったらパブリック

コメントやりますよと。 

事務局：すみません、やり方にもよるのですが。 

 

田汲委員：そうじゃなくてね、そういうのもあった場合に、今までのように全部がパブリ

ックコメントばっかりになっちゃったから、さっぱりとしたやつがないなと。 

 

金子委員：それはさっきも言ったように、審議会や検討会の委員長とか委員の意見で決ま

ると思うので、それは意見聴取そのものが検討会だから、そこでもう減らされちゃう事に

なる訳ですね、広報誌。 
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永易次長：実施状況の場合には広報のコピーとかを付けたり、ホームページの意見募集し

た、いついつからいついつまで募集して何件あったとかという事が実績として載せられる

んですが、現在ですとまだ予定していませんから、広報の方にもまだ載っていない状況の

予定とかもありますので、全て資料を添付するという訳にはなかなか難しいので。 

 

田汲委員：多分意見提出でやるんだったら、できればこの中に両方載せた方がいいのかな

と。 

 

永易次長：一応これが今最終案の部分だけのという予定です。 

 

石川委員長：それでは元に戻りまして、ＮＯ．８について、手続きとしては適切であると

いう事でよろしいでしょうか。ではそのようにさせて頂きます。では、９番お願いします。 

 

事務局：続いて四街道市患者等搬送事業の認定に関する要綱の制定でございます。概要と

しては、四街道市内で患者等搬送事業を展開する事業者に対して、必要な指導及び認定を

行う事により、患者等搬送事業の質的向上を図り、利用者の利便を確保するために制定す

るものでございます。要綱の施行時期は２７年１０月１日でございます。こちらについて

も、８月２７日のメールで委員の皆さんには事前に情報提供はさせて頂いております。実

施対象とする根拠は、第６条第１項第６号でございますが、本要綱が消防組織法第３７条

の規定に基づく技術的援助によるものであり、法令の基準に基づいて行うものであること

から、第６条第２項第３号に該当しますので、市民参加手続きは実施しない事とし、適用

除外とさせて頂いています。ご審議の程お願いいたします。 

 

石川委員長：説明が終わりました。何か質問等あればお願いをいたします。はいどうぞ。 

 

椎名委員：すみません、久しぶりに要綱という言葉を見たんですけれど、これは要綱で一

般的に作られているんですか。 

事務局：今日、その辺を消防の担当にも訊いたんですけど、条例でやるようなところもあ

れば、規則でやるようなところもあれば、要綱でというのは、その辺はそれぞれの自治体

でバラバラのようです。 

 

椎名委員：この要綱によって規制を受けたりとか、いろいろな形で事業者の方で改善をし

たりというような事が出てくる内容ですかね。 

 

事務局：むしろ、救急車の利用がやっぱり多い中で、そういう民間の事業者に対しても介

護を、受ける者だとか高齢者が病院へ行きやすいような搬送事業を行うというところで、
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事業者の認定のみで、主に市民に対してはあまりいろいろな何かがかかってくるというよ

うな内容ではないかなとは思います。 

 

椎名委員：市民はそうですが、事業者さんはこれによって規制されるっていう事ですよね。 

 

事務局：そうです。実施基準がございますから。 

 

石川委員長：認定者は市なんですか。 

 

事務局：市の消防です。 

 

石川委員長：市の消防が認定する。認定を受けないと事業ができないという事ですか。 

 

事務局：そうですね。 

 

石川委員長：認定をする根拠は。 

 

事務局：根拠はこの消防法による技術的援助なんですね。それで確認したんですけど、認

定基準は全国一律でやっていらっしゃるようなんですよ。 

 

椎名委員：認定基準が全国一律で、条例のところと規則のところと要綱のところがある訳

ですね。 

 

石川委員長：昔、保育料もそういう時期がありましたね。技術的助言の場合にはやっぱり

本当は条例で定めるんでしょうね。つまり技術的助言ってあくまでも技術的助言なんです

よ。だから、それの通りにしなくてもいい余地があるはずなんですよ。例えば恣意的に消

防の職員が、Ａならいいや、Ｂは問題あるけどまあまあいいか、みたいなさじ加減でやる

というのは基本的にはあまりよろしくないと思うんですよね。最低でもやっぱり規則、で

きれば条例が望ましいと思いますけど。つまり、消防組織法の３７条は私も見ていないん

ですけど、どういう作りになっているかが問題があって、ただ市町村がそれを認定すると

いう事になっていればその権限は市町村にあるので、仮にその技術的助言があったとして

も、その基準を確定するのはやっぱり自治体なので、できれば条例の方が望ましいという

事で。 

 

田汲委員：これはね、条例があるかないかは調べないとわからないですけど、組織法に基

づいて多分、市の方に委任されているんです。必ず準則というのがありますから。条例ら
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しきものを作るのには条例と同じような内容にて、このように作るんだよとポンと市町村

に投げるんですよ、国は。で、準則に基づいて、たぶん四街道も条例は作っていると思う

んです。で、条例に基づいて委任規定というのがありますから、消防署の方で規定を作る。

規定をある程度作ったらその下に要綱を作ってあげる。要綱となると内部の運用みたいな

ものなんです。だから、決まった内容が書いてあるだけでその文言を変えただけだと。 

 

石川委員長：今、問題にしている消防組織法第３７条に基づく技術的助言というのは、消

防組織法では市町村に対してこういう技術的助言ができますよという事を言っているだけ

なんですよ。 

 

田汲委員：その要綱を定めるにあたって準則があると思いますが。 

 

石川委員長：ところが、今はその準則は基本的に出さない事になっているんですよ。 

 

田汲委員：四街道市の条例は多分あるんじゃないかと思うんですけどね。 

 

石川委員長：条例はないんですよね。 

 

田汲委員：そういう認定する条例はなくて、一気に下まで下りている訳ですか。ポンと。

条例がなければ規則もないですよね。でも、やっぱり例規書なんかで規定がなかったりし

たら問題じゃないの。最低でも要綱の上で規定があるのでは。 

 

石川委員長：前は本当に自治体は省庁が示す準則に従って、県が示す準則に従ってやって

いればいい時代ってあったんですけど、今はもうそういう事がなくなって。 

 

田汲委員：大体できるようになったからね、組織としても。 

 

石川委員長：それで、やはり自分たちが最終的な決定権を持つんであればどういう基準で

やるのか。仮にこの技術的助言の通りであったとしても、まあ条例によることが望ましい

姿だと思います。ただ、要綱の策定の仕方がどうかという事になればそれはそれでいいか

もしれませんけど、ただ本来のあり方としてはどうかなという。 

 

椎名委員：要綱というのはあまり。なるべく条例に切り替えている時代なので。 

 

田汲委員：普通は一つの条例があって、その下に権限を譲られた組織があって、そこで規

定を作る。規定の下に要綱というのがあるんですよね。要綱というのは例えば皆さんが仕
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事をするための、要綱なんですよね。 

 

石川委員長：そうなんですよね。 

 

田汲委員：マニュアルは何も規制はないけど、要綱は少なくとも内部規定ですから。 

 

石川委員長：長と職員の間では成り立つ関係なんですけど、対外的に効力を持つものでは

ないんです。ですから、対外的にこういう条件だったら認定するよというのであれば、そ

れはできるだけ条例で決めてもらう。 

 

田汲委員：要は今委員長が言ったように、要綱自体は本当は従わなくてもいいんですよ。 

 

石川委員長：そうなんです。従わなくてもいいものだけれど、認定権が市町村にあるとい

う事になると、嫌だよと逆らう事業者には認定されないという事になるんですよ。だけど、

うちの方は本来の基準に合っているじゃないかと、何でじゃあ認定してくれないんだとい

う事に関して不服の申し立てができなくなる。 

 

田汲委員：不利益処分は当然できるでしょ。 

 

椎名委員：不利益処分はできるんですけど、処分をされた方がそれに対しての不服の申し

立てができないんです。 

 

田汲委員：それは、行政処分というのは必ず不服申し立て、審査請求はできるようになっ

ているんです。 

 

椎名委員：行政処分であればそうなんですけど、要綱に依るので。 

 

石川委員長：要項に基づく関係だと怪しいんですよ。 

 

田汲委員：不利益を被った人は不利益を被るんですから、当然不服申し立てはできますよ。 

 

石川委員長：実質上不利益を被っても、法律に書いてないと不利益にならないんです。例

えば外国人が生活保護を受ける、駄目ですと断られた、では不服申し立てができるかとい

うとできないんですよ。それは何故かというと生活保護法自体に不服申し立ての記載がな

いんですよ。国籍条項で外しているので。だから、そこまで書いていないと駄目という。

その事が直接決定権を持つという仕組みでないと、不服申請・不服申し立てができない仕
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組みになっているんですよ。 

 

金子委員：質問ですけれど、要綱というのは結構存在しているんですかね、この市役所に

おいては。消防署本部以外に要綱というものが。条例的な感じでわりと規制もするような

感じで。条例という言葉は微妙に使い分けているんですかね、どこの方でも。 

 

田汲委員：条例はちゃんとした法律だけど、要綱は担当部局の長の権限で作るんだからね。

要するに市長が作るんじゃないんですよ、要綱になると。 

 

石川委員長：市の要綱は市長決裁なので、訓令になるか告示になるか、手続きはどちらか

でしょうけど。いずれにせよ市長が決裁するのは間違いはないんですけれどね。 

 

田汲委員：規定があれば。規定は確かに内規とか何かだから、官報とか行政の広報とか何

かに載りますよ。要綱は載せていたかな。 

 

永易次長：一応規定形式のいわゆる告示文であったり訓令であったり。訓令の場合には内

部職員をの比較的統制するもの。告示文については市民の権利義務に内容が及ぶようなも

の、これを告示して、一般には知らしめております。ですから今仰ったようなところでい

う官報に載せる行為に近い事を、この要綱でもします。ただ、仰っているように行政要綱

では根本的な義務を課したりという部分では権限的には弱い部分が確かにあるんだと思い

ます。この件については、本来であれば例規審査の中で要綱に依るべきではなく、規則に

依るべきだからというところなので。ちょっと分野が違って申し訳ありません、また別な

ところにそういった審査機関がありますので、そこのところの部分はお許しを頂くとして。 

 

石川委員長：私も実際の法律を見ていないので具体的に指摘はできないんですけれど、考

え方の基本として市民等に義務を課しているというのであれば、その基準を明確にして、

条例で決めて行くというのが一番望ましい形です。 

 

永易次長：仰る事はわかります。理解できます。 

 

石川委員長：では、一応原則的な意見という事で、事業者も含めて市民に関して一定の影

響があるような場合には、制定形式をきちんと適切な形にしてもらいたいという事を付記

しておきたいと思いますけどいかがでしょうか。 

 

委員一同：はい、結構です。 
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石川委員長：はい、ありがとうございます。では、その件も付け加えて要綱に関しては一

応適正であるという風にさせて頂きたいと思います。以上、今日の予定の議題は終わった

のですが、何か事務局からはございますでしょうか。 

 

事務局：もう１点いいですか。先程１回、発言させて頂いたんですけど、この前の第１回

目の委員会の時に、パブリックコメント、イコール意見提出手続ですけど、その実施時期

が庁内によっていろいろバラバラだという事だったので、副市長が内部の市民参加推進本

部の本部長になっておりますので、副市長の方に話をしまして、副市長は当然私もそう考

えますと、一番最終的に実施するのがパブリックコメントだよと。その前に前段でやるの

はやはり意見聴取だと。 

 

田汲委員：その意見はちょっと違う。要するにこの条文を読むと、意見提出手続というの

は要するに最終段階でやるのも意見提出手続きだし、前段でやるのも意見提出手続、これ

両方書いてある。 

 

事務局：それが不統一だった原因にもなっていたりするのでは。 

 

田汲委員：文言を変えるだけで何もそんなに大それた問題じゃない。この運用通りやるべ

き事なんだよ。 

 

金子委員：この前問題になったのは、パブリックコメントという名前がはっきりしていな

いから、明確にしようという事でそう整理された訳ですよ。だから意見提出は別にどこで

やってもかまわないんだけど、パブリックコメントというからには、それは審議会の最終

案じゃないといけないだろうという事で、そういう意見が出たから統一させようという事

で。 

 

田汲委員：だから、それが正しいんですよ。パブリックコメントは正しいんですよ。だけ

ど、意見提出手続やこの運用をよく読むと、そんな事を言っている。 

 

椎名委員：いつでもできます。そうです、仰る通りです。 

 

田汲委員：だから、要するに書き方の問題なんです。 

 

石川委員長：シートのプレゼンもいろいろあると思います。たとえば、意見提出手続を２

段に分けて、片方をパブリックコメントにして、片方はパブリックコメント以外の意見提

出手続きという書き方もあるでしょうし。 
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永易次長：実施時期によってはですね。 

 

石川委員長：まあいろいろ、それは工夫してもらえばね。 

 

永易次長：そこの定義を上手く整理し直したいと思います。 

 

金子委員：という説明をしようと思ったんですよ。 

 

椎名委員：そういう事ですね。その通りですから大丈夫です。 

 

石川委員長：では、議題１につきまして市長に答申する案ですが、案分作成に関しまして

は一応お進め頂いて、皆さんに一度お返ししてからまとめというようにするという事にさ

せて頂きます。では、事務局にお返しいたします。 

 

５．任期満了委員へ御礼・継続委員確認 

６．閉会 

  

                                     以上。 


