
- 1 - 

 

平成２７年度第３回四街道市市民参加推進評価委員会会議録  

 

                     平成２８年３月２８日（月） 

                    １７時００分～１８時５０分  

                四街道市保健センター３階第２会議室  

 

１．開会  

２．委嘱状交付  

３．あいさつ  

４．委員長、委員長職務代理選出  

５．諮問  

６．議題  

７．出席者 委員会：石川委員長、神委員、奥田委員、藤原委員、増田委員、  

          安井委員  

市 側：藤森部長、永易次長、岩林課長、黒岩  

 

事務局（岩林課長）  

 それでは、議事に入らさせていただきます。  

 本会議の議長は、同規則第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ので、石川委員長にお願いいたします。  

 それでは、よろしくお願いします。  

 

石川委員長  

 それでは、会議に入らせていただきます。  

 議事に先立ちまして、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と

いうことになっておりますので、本委員会におきましても明記する扱いとし

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）  

 

 では、異議なしということで、そのよう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。事務局いかがで

しょうか。  

 

事務局  

 おりません。  
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石川委員長  

 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、本日の会議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の解釈運用基準の３、会議の原則公開の規定に

より公開とし、入室を認めたいと思いますので、以後傍聴者が参りましたと

きにはご了承いただきたいと思います。  

 それでは、本日の議事に入ります。  

 本日の議事は、平成27年度市民参加手続の実施予定の評価、平成27年度市

民参加手続の実施状況の評価、平成 27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、平成 28年度市民参加手続の実施予定の評価でござい

ます。  

 それでは、最初に議題１、平成27年度市民参加手続の実施予定の評価につ

いて、１件ずつ審議したいと思いますので、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  

 それでは、まずお配りした資料がお手元にあるか、再確認をさせていただ

ければと思います。  

 まず、本日お配りした会議次第、市民参加条例及び施行規則、ホチキスで

束ねたものですね。あと、議題資料として17件分の市民参加手続実施予定シ

ート及び実施状況シート、102ページ分あるものでございます。こちらは事

前にご自宅に郵送させていただいたものです。あと、本日お配りした市民参

加手続のうち意見提出手続の実施時期についてということで、このＡ４の横

の図です。お手元におそろいでしょうか。大丈夫でしょうか。 

（「大丈夫です」という声あり）  

 

 奥田委員、大丈夫でしょうか。  

（「はい」という声あり）  

 

 それでは、説明を始めさせていただきます。平成27年度の市民参加手続の

実施予定（追加）の評価でございます。全部で評価する案件５件ございます。  

 まず、こちらの102ページある資料、１ページ目、資料ナンバー１をごら

んください。「固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定」

です。  

 概要としては、行政不服審査法等の一部を改正する法律の施行に伴い、必

要な事項について規定を整備するものです。実施対象とする根拠は、６条１



- 3 - 

 

項３号でございます。 

 条例の施行時期は、28年４月を予定しています。  

 行政不服審査法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、市長部局は、

弁明書を電子情報処理組織を用いて固定資産評価審査委員会へ提出できる

ようになるとともに、固定資産評価委員会は、審査申出人から反論書の提出

があった場合、市長に送付義務が生じたことなど法律の手続に準拠する規定

の制定のため、６条２項３号「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」に該当するといたしまして、市民参加手

続を実施しないこととし適用除外としております。ご審議のほどお願いいた

します。  

 

石川委員長  

 この市民参加の手続に関しては、まずは対象とする根拠というのが、条例

第６条にございます。それぞれ１項１号から１項６号、４項まであるわけで

すが、この中では１項の３号ということで、市民等の権利義務に関する条例

の制定・改廃に当たるということなのですが、逆に対象であっても手続を実

施しない場合が定められていて、こちらが条例６条の第２項になります。今

回の改正に関しては、実施しない根拠の第６条の２項の第３号、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というこ

とで、裁量の余地がないということから実施をしなかったという報告でござ

います。  

 何かご質問、ご意見等があれば出していただきたいと思います。よろしい

でしょうか。  

（「はい」という声あり）  

 

 では、適切であるといたします。  

 

事務局  

 続いて、２ページに行きまして、資料ナンバー２をごらんいただければと

思います。「指定地域密着型サービスと指定地域密着型介護予防サービスそ

れぞれの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、それぞれのサービスの運営基準において、地域との連携や

運営の透明性を確保するために、28年度より運営推進会議の設置を義務づけ

られたことに伴いまして、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６条１項３号及び６号で、条例の施行時期は28年４月を予定

しています。  
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 実施する市民参加手続の方法は、７条１項１号の意見提出手続、３号の審

議会等手続となっています。  

 この実施予定シートを提出するのが事後になってしまいまして申しわけ

ないのですが、審議等手続は、公募委員２名を含みます地域包括支援センタ

ー運営協議会が 28年２月 13日に開催されておりまして、意見提出手続は 28

年１月25日から２月24日に実施しているところです。ご審議のほどお願いい

たします。  

 

石川委員長  

 資料ナンバー２についてでございます。四街道市指定地域密着型サービス

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正等でござい

ますが、この案件について何かご質問等ありましたらお願いしたいと思いま

す。  

 こちらに関しては市民参加の手続が必要なので、意見提出手続、当審議会

等の手続をしたという報告でございます。  

 どうぞ。  

 

奥田委員  

 これでいうと市民参加手続の実施第７条のこの欄の意見提出手続で、対象

者は市民等で太字で出ていますけれども、市民等というのは、これは市民以

外の誰がいるのですか。  

 

事務局  

 市民参加条例、定義がございまして、市民等の等の中には事業者なども含

まれます。そういったものでございます。  

 

石川委員長  

 ほかにはいかがでしょうか。  

 実際にはどのぐらい意見があったのでしょうか。  

 

事務局  

 済みません。ちょっとまだ実施状況等を今後出していただくようになって

いまして、今のところ何件出たかとか、私のほう調査をしておりませんので。 

 

石川委員長  

 ２月ですから、一応調査済みでしょうかね。  
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事務局  

 要は今回審議案件にかけさせていただいているものについては、昨年の12

月末までに全ての市民参加手続が終わったものについては実施状況シート

をお出しくださいということで、庁内各課に言っておりますので、当然、今

年に入ってからの実施状況シートについては、この３月末までに提出いただ

きたいということでお願いをさせていただいております。  

 

石川委員長  

 では、後ほど出てくるということですね。  

 

事務局  

 はい。  

 

石川委員長  

 はい、わかりました。  

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。  

（「はい」という声あり）  

 

 では、適切であるということで、次へ行きたいと思います。  

 ３番、お願いします。  

 

事務局  

 続いて、３ページ、資料ナンバー３をごらんいただければと思います。「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、介護保険法施行令の一部改正に伴い、介護認定審査会委員

の任期が２年を超え３年以下の期間で、市町村が条例で定めることができる

ことになったため、条例の一部を改正するものです。実施対象とする根拠は、

６条１項３号でございます。  

 条例の施行時期は 28年４月を予定していますが、介護保険法施行令の一部

改正により、介護認定審査会委員の任期を３年にするのみの改正であること

から、６条２項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に該当するとして、市民参加手続を実施しないこと

とし適用除外としております。ご審議のほどお願いいたします。  

 

石川委員長  

 介護保険条例の一部改正、今まで任期の２年を３年ということにしたとい
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うことですが、基準が定められているということで対象にしなかったという

ことでございます。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）  

 

 では、適切であるということにします。 

 では、次に参ります。  

 

事務局  

 続いて、４ページ、資料ナンバー４をごらんください。「こどもルーム条

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、中央小学校のこどもルームが１ルーム増えるということで

すね、それぞれ月の 15日以降の途中入所の保育料を半額にするための条例改

正でございます。実施対象とする根拠は６条１項３号です。  

 条例の施行時期は28年４月を予定していますが、中央小こどもルームは、

もともと２つのルームで運営できる施設となっており、ルームを分割して１

ルームふえることによる名称変更及び 15日以降にやむを得ず入所する場合

に、月額で規定されている保育料を半額とする改正であることから、６条２

項５号を適用し、市民参加手続は実施をしないこととし適用除外としており

ます。ご審議のほどお願いいたします。  

 

石川委員長  

 それでは、こどもルーム条例の一部改正について説明がありましたけれど

も、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。  

 どうぞ。  

 

安井委員  

 従来、中央小学校にあった部屋を半分にします、スペース的には変わらな

いということですね。それを分割して、ただ、月の途中で入所した方に関し

ては、15日以降ですか、半額にしますよということだけの話ですか。  

 

事務局  

 今まで１つのルームで運営していたものを分割して十分なスペースもあ

るので、定員を増やして、こどもルームに入りたいという方、要望があるに

もかかわらず入れない方もいらっしゃるので、そういったニーズに対応する

ために分割したと。プラスおっしゃったように、要は今までは月のどれだけ、

15日以降に入っても丸々料金をいただいていたものを 15日以降の入所であ
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れば半額にしますよ、そういう見直しでございます。  

安井委員  

 ありがとうございます。  

 

石川委員長  

 どうぞ。  

 

増田委員  

 分割することによって、施設内の人員基準、あと面積とか建物の基準、そ

の辺に関しては問題ないですか。  

 

事務局  

 問題ないです。  

 

石川委員長  

 ほかに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）  

 

 では、適切であるということにいたします。  

 ５番をお願いします。  

 

事務局  

 続いて、５ページ、資料ナンバー５をごらんいただければと思います。「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、関連する法律の施行規則や基準の改正に伴いまして、長期

優良住宅建築等計画の認定申請手数料において、既存住宅に係る増築または

改築を行う場合の認定申請手数料を設定するものでございます。実施対象と

する根拠は、６条１項３号になります。  

 条例の施行時期は28年４月を予定していますが、関連する法律の施行規則

や基準の改正に伴い既存住宅に適用する基準が定まることにより、既存住宅

において増築または改築を行う場合においても、長期優良住宅建築等計画の

認定申請ができるようになったため、手数料条例で定められている長期優良

住宅建築等計画の認定申請手数料に既存住宅の増築または改築を行う場合

の認定申請手数料を設定するもので、その他金銭の徴収に関するものであり、

６条２項５号に該当しますので、市民参加手続は実施しないこととし適用除

外としています。ご審議のほどお願いいたします。  
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石川委員長  

 手数料条例の一部改正ということで、既存住宅の増築または改築を行う場

合の認定申請手数料を設定したということですね。  

 いかがでしょうか。よろしいですか。  

（「ありません」という声あり）  

 

 では、適切であるということにいたします。  

 次のところですね。  

 

事務局  

 それでは、議題２のほうに移らせていただいて、平成 27年度の市民参加手

続の実施状況の評価ということ。平成 27年度の実施状況の評価の件数は３件

です。先ほども申し上げたとおり、本年３月までに市民参加手続が全て終了

する行政活動がやはり多いので、来年度、５月とか６月ぐらいにまた委員会

を開催するようになるのですけれども、そこで実施状況についてはある程度

の件数が出てまいりますので、今回は３件になります。  

 それで、まず６ページの資料ナンバー６―１をごらんいただければと思い

ます。「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

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定」です。本件については、

27年３月25日に実施予定のほうを審査いただいています。  

 本条例は、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

関する法律第９条第２項に基づく個人番号の利用及び法第 19条第９号に基

づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるために制定したもので

す。実施対象とした根拠は、６条１項３号になります。実施した手続は、７

条１項１号の意見提出手続、４号の市民会議手続になります。  

 ７ページの資料ナンバー６―２をごらんいただければと思います。市民会

議手続の実施状況シートになります。こちらの総括表、先ほど説明したのは

総括表なのですけれども、それぞれの手続ごとにシートが分かれて実施状況

がございます。それを一つずつ説明させていただくようになっております。

こちらなのですが、市民委員６名による「番号法に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例検討市民会議」というものを設置いたし

まして、27年５月23日に会議を開催し、その審議結果を27年９月30日に公表

をしております。  

 ８ページに会議メンバーの募集についての市政だより、９から 10ページに

その募集についてホームページで掲載している内容を添付しております。  

 11ページには実施結果の公告、12ページには市民会議において意見がなか
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ったことの公表資料、13から14ページにはホームページでの意見がなかった

ということを公表をしております。  

 続いて、15ページの資料ナンバー６―３をごらんいただければと思います。

意見提出手続の実施状況シートになります。意見提出手続の周知として、27

年９月30日に公告を行いまして、市政だより、ホームページにもお知らせを

掲載しております。  

 意見提出期間は、27年10月１日から30日までの30日間実施しましたが、意

見提出はなされず、その結果を27年11月４日に公表しております。  

 16ページから17ページには、その実施した結果、実施公告の写しですね、

18から23ページに意見提出手続にかけた条例の素案、24ページに市政だより、

25から26ページにはホームページに掲載した内容、27ページには実施した結

果の公告、28ページには意見提出手続において意見がなかったことの公表資

料、29から30ページには、ホームページに掲載した公表のお知らせを添付し

ております。  

 以上、「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

する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定」について説明いたし

ました。よろしくお願いします。  

 

石川委員長  

 今議題の２に入っておりますが、実施状況の評価についてでございます。

いわゆるマイナンバーに関する条例について、意見提出と検討会をやったと

いう報告でございます。  

 何かご質問、ご意見等あればお願いしたいと思います。  

 

神委員  

 質問１つだけよろしいでしょうか。  

 

石川委員長  

 どうぞ。  

 

神委員  

 市民の委員６人ということだったのですが、これは応募者はそんなにいな

かったということでしょうか。というのも応募の募集人数が20人程度となっ

ていたところ６人で、ちょっと気になったものですから。  
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事務局  

 そうですね。神委員おっしゃるように20名募集したところ６名しか参加者

がいらっしゃらなかったということです。 

 

神委員  

 わかりました。特にその６人の方々の意見がなかったという結果だったと

いうことですね。  

 

事務局  

 ないというところで、やはり国の法制度でほぼ決まっているものなので、

なかなか意見を聞いても、要は反映できるまでの意見が出なかったのではな

いかなというところは少し伺ってはいますけれども。  

 

神委員  

 わかりました。ありがとうございました。  

 

奥田委員  

 ちょっと同じことで追加で。今、神先生がおっしゃった委員会というのは、

有識者は入っていないで市民だけで。  

 

事務局  

 そうです。おっしゃるように市民会議手続は、市民参加条例に位置づけら

れている手続の一つですけれども、要は公募の市民全部で、公募市民により

審議を重ねる会議ということになっています。  

 

石川委員長  

 いかがでしょうか。一通り手続はやって意見がなかったと。 

 

神委員  

 難しいのですかね、先ほどおっしゃったように、やっぱり疑問を感じてい

たとしてもとか、いろいろなことがあったとしても、法令がいろいろ決まっ

ていて入り組んでいますからですかね。意見は６人の方からあったのか、な

いのか。  

 

事務局  

 もしかしたら、法定の部分と条例で定められる部分があるではないですか。
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それで、例えばそういう手続を一覧表みたいなもの出して、こういったもの

はこの条例で定めるものにするだとか、またちょっと現場見ていないのでわ

からないのですけれども、もしかしたらその辺でやりとりしていくと、これ

も本来はやったほうがいいのではないかとか、むしろこれはちょっとやるべ

きではないのではないか。そんな意見がもしかしたら活発に出たのかもしれ

ません。ちょっとその辺は、すみません、私も現場見ていないので。  

 あとは、こちらの審議会は、今委員長がおっしゃったように手続はやって

いるよねというところで、要は手続を的確にやっているかというところを見

ていく審議会なので、一方でやっぱり充実した市民参加で、より市民が参加

して市政に対して理解を示していただける。また、市も積極的に市民に理解

をいただくために的確な情報を積極的に発信していくという、本来の市民参

加の基本的な理念がありますから、そこと照らしてやはりどうなのかという

のは、担当課によってもいろいろ差がやっぱりあったりとか、そういったも

のが状況としてあるのかなと。すみません、ちょっと個人的な意見言ってし

まって。  

 

石川委員長  

 手続的には適切であるということになるのでしょうけれども、せっかくや

って意見ゼロというのもどうかなという感じはしますけれども。  

 

神委員  

 せっかく公募で６人の方が手を挙げられたということは、やっぱりそこで

は意見があったのかなとは思うので。  

 

石川委員長  

 何かしらあったのではないか。  

 

神委員  

 だから、ちょっと先ほど申し上げたのですけれども、難しいと思うので、

先ほどやっぱりご指摘された法律でもう決まっているところ、条例で手が出

せないところというのもあるので、条例でできるところを一番重点的に説明

されて、そこに絞ってされるとか、何かそういう、もし市民が参加されるの

であればというのは、ちょっと手続のところではないかもしれないのですけ

れども、もし参加を活発にということでこういう会議というの、なかなかこ

れは全国的にないものだと思うのですね。すごい、有識者が入らないで、市

民だけで会議体で市政に物を言うというのは。だから、せっかくあるのであ
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ればというのは、ちょっと私も意見で余り言ってはいけないのかと思ってい

たのですけれども。  

 

石川委員長  

 手続としては適切であるというふうに言わざるを得ないのでしょうが、意

見だとか、そうした内容の点で、後日公表できるものがあれば、いろんな機

会を見つけて公表してもらいたいなと思うのですけれども。表現の仕方がち

ょっと難しいので、少し考えさせてください。  

 

奥田委員  

 しいて言えば、いろいろプライバシーの問題で触れられてという不安もあ

るけれども、こういう会議では、そういう個人の不安とか何か別な形で会議

が進められたとか、そういうことはないですか。法令上の問題でやったら、

もうそういう自分たちの個人の心配というのは余り質問できないとか、個人

的には何か不安だなというのが私らでもあるのですけれども、会議の進行で

言うととても言える話ではないかなと思ったりするのですけれども。  

 

事務局  

 奥田委員のおっしゃることはもっともだよなと思うのですが、なかなか、

すみません、ちょっと現場を見ていないので、その辺の意見が出たか、ちょ

っと私も伺ってはないのですね。  

 

石川委員長  

 では、とりあえず６―１に関して、手続的には行われているということは

確認できましたので、手続は適切であるというふうなことでとりあえずはい

いと思うのですが、その意見の出され方については、やっぱり心配だなとい

う気がいたします。表現の仕方はちょっとまた考えさせていただきたいと思

います。とりあえずこれは適切であるということにさせていただきます。  

 では、それでは７ですね。お願いいたします。  

 

事務局  

 続いて、31ページ、資料ナンバー７―１をごらんいただければと思います。

「個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定」です。  

 本条例は、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

関する法律によりマイナンバー制度が導入されることに伴い、本法律の趣旨

に沿った改正を行うものです。実施対象とした根拠は、６条１項３号及び５



- 13 - 

 

号であります。実施した手続は、７条１項１号の意見提出手続、４号の市民

会議手続になります。 

 32ページの資料ナンバー７―２をごらんいただければと思います。市民会

議手続の実施状況シートになります。市民会議手続として、市民委員６名に

より、先ほどのところと同様なのですが、番号法に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例検討市民会議を設置し、27年５月23日に

会議を開催し、その結果を 27年６月11日に公表しております。  

 33ページには、会議メンバーの募集についての市政だより、34から35ペー

ジにホームページ掲載内容を添付しております。  

 36ページには実施結果の公告、37ページには提出された意見の概要と市の

考え方の公表資料、38から39ページにはホームページでの公表内容を添付し

ています。  

 40ページ、資料ナンバー７―３をごらんください。意見提出手続の実施状

況シートです。意見提出手続の周知として、27年６月11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しました。  

 意見提出期間は、27年６月15日から７月14日まで、30日間実施しましたが、

意見提出はなされず、その結果を27年７月31日に公表しています。  

 41から42ページに実施公告の写し、43ページに市政だより、44から45ペー

ジにホームページ掲載内容、46ページには実施結果の公告、47から48ページ

にはホームページに掲載した公表のお知らせを添付しております。  

 以上、「個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定」について説明い

たしました。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。  

 

石川委員長  

 個人情報保護条例の関係です。  

 何かご質問、ご意見等ありますでしょうか。  

 

増田委員  

 周知に関しましては、広報、ホームページ、２つの媒体でされているので

すけれども、その他の公表方法として、最後の結果についてはホームページ

のみの公表になっているのですね。ですので、ホームページを見ない方は、

その結果がどのような形で周知が、広報に載っていないとなると、ご高齢の

方とか、そういった方たちに周知はされないのかなという疑問で見ていたの

ですけれども、その辺はいかがなのでしょうか。  
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事務局  

 すごく大事なポイントだと思うのですね。ただ、いろいろ実施結果となり

ますと結構資料ですとか、市政だよりのスペースをやっぱりとってしまうわ

けですね。それで、どうしても載せ切れないというところがあって、ホーム

ページのみの記載、ホームページのみの周知等、あと当然担当課のほうにお

越しいただければ、一定の情報はお見せすることは可能ということで対応は

させていただいています。  

 

奥田委員  

 このページのアドレスを入れていただければ、そこのページにすぐ飛べま

すよということすらも載せるのが厳しいということですかね。全文載せると、

やっぱりきついので。  

 

事務局  

 タイミングによっては多分そういうことも可能だったりすると思います

が、実際に公表する原稿の締めの問題だったりとか、その辺が関係してきま

すので、全部が全部記載できるかどうかわからないのですが、そういったこ

とも可能性としてはあるのかもしれません。  

 

増田委員  

 わかりました。すみません。  

 

石川委員長  

 結果の公表を含めて市民参加の一連の手続ということになれば、きちんと

最後の結果まで伝わらなければいけないということになると思いますので、

今ご指摘のあった点ですね。要点だけ書いて、詳しくはこちらに書いてあり

ますというふうな、やっぱり広報の仕方とか工夫していただければと思いま

すね。  

ありがとうございます。  

 では、手続については適切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。  

 では次、お願いします。  
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事務局  

 続きまして、49ページの資料ナンバー８―１をごらんください。「いじめ

防止基本方針の策定」です。  

 本件については、27年３月25日に実施予定を審査いただいております。本

基本方針は、四街道市いじめ防止対策推進条例第９条に基づき、いじめの防

止等のための対策に関し、市、学校、家庭、地域社会、関係機関の責務と取

り組むべき施策を明らかにするために策定するものです。実施対象とした根

拠は、６条４項です。実施した手続は、７条１項１号の意見提出手続、３号

の審議会等手続です。 

 なお、６条４項というのは、市民参加手続の対象として含めなくてもいい

のですが、それぞれの担当課で、これやっぱり市民の意見を聞いたほうがい

いよねというところで、市民参加の手続を自主的にやるというような規定に

なっています。  

 50ページの資料ナンバー８―２をごらんいただければと思います。審議会

等手続の実施状況シートです。審議会等手続は、公募委員が３名含まれます

四街道市青少年問題協議会が27年７月13日に開催され、27年６月30日に諮問、

計画案について審議を行い、27年９月８日付で答申を受け、27年９月15日に

結果を公表しております。  

 51ページに実施結果の公告、52から55ページに諮問書と答申書、56ページ

にホームページ掲載内容、57から67ページに基本方針の案、68から76ページ

に協議会からの意見の概要と市の考え方を添付しております。 

 77ページ、資料ナンバー８―３をごらんいただければと思います。意見提

出手続の実施状況シートになります。意見提出手続の周知として、 27年 10

月１日に公告を行い、市政だより、ホームページにもお知らせを掲載しまし

た。意見提出期間は、27年10月１日から11月２日までの33日間行いまして、

１人から１件の意見提出がなされました。意見の概要と市の考え方を 28年１

月８日に公表しています。  

 78から79ページに実施公告、80ページに市政だよりの写し、81から82ペー

ジにホームページ掲載内容を、83ページに実施結果の公告、84から85ページ

には提出された意見の概要と市の考え方の公表資料、86から87ページにはホ

ームページに掲載した公表のお知らせを添付しております。  

 以上、「いじめ防止基本方針の策定」について説明いたしました。よろし

くお願いします。  

 

石川委員長  

 「いじめ防止基本方針の策定」について説明がありました。  
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 何かご質問、ご意見等あればお願いしたいと思います。  

 多分条例そのものの改正が必要であるかもしれませんが、こういう基本方

針ですね、例えば１項１号は市の基本構想とか基本計画にはこれ該当しない

と。それから、２項２号ですが、これは条例の制定改廃ですので、これも該

当しない。こう見てくると、こういう基本的な活動方針に関しての該当がな

くなってしまうということで、第４項があるということだと思うのですけれ

ども、こうした基本的な方針というのは、ほかにも多分出てくるのではない

かと思いますね。そういったときに担当課によって対象にする、担当課によ

って対象にしないという差が出てくる可能性があるのですね。ですから、そ

ういう意味ではどのレベルの方針まで対象にするかという、少し議論を行っ

た上でこういったものは対象にするというふうにはっきり決めておいたほ

うが、担当によって差が出てくるということはなくなるのではないかという

気がするのですけれども。  

 

事務局  

 私も実はここに来たときに、その方針というもので、名前は問わず計画に

当てはまる、計画的なものについては６条１項１号で当てはめていくという

考え方で、運用の手引にもそういうように書いてあるのですね。ただ、いろ

いろやっぱり担当課もそれぞれ悩んで、指針だとか方針というところで、こ

れは対象にしたほうがいいですかねという相談は何件か来ているのです。た

だ、私どももちょっと悩んでいるところではあるのですけれども、今までそ

の方針は内部的なものが結構多かったので、これは対象としないでいいので

はないかというところは判断させていただいています。そこで基準を設ける

となるとちょっと難しい部分があるのかなと思ってはいます、内容見ている

と。これは結構悩むのですね。  

 

石川委員長  

 少なくとも市民がその活動に参加するとか、そうした内容、方針であるな

らば、これはやはり対象にすべきではないかというふうに思うのですね。で

すから、解釈運用で１項１号に当てはまるということであれば、それはそれ

でいいのですけれども、ちょっとその辺は検討が必要かなという気がするの

ですけれども。  

 そのほかにいかがでしょうか。  

 

奥田委員  

 49ページのところに青少年問題審議会、ここで人数の表示が上段と下段で、
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下段で15人で、上段がゼロ。これどういう仕分けでしたか。  

 

事務局  

 傍聴者数ですね。  

 

事務局  

 この下のほうの米印の２のところに書いてあるのですけれども……上段

に傍聴者延べ数、下段に審議会等委員数、それで括弧内にうち公募委員数と

いうことで注記がありまして、これに従って、要はこのゼロは傍聴者がいな

かったよということです。  

 

石川委員長  

 よろしいですか。  

 では、この件お諮りしますが、手続としてはよろしいということでいいで

しょうか。  

（「はい」という声あり）  

 

 では、適切だということにいたします。 

 それでは、これで２つ目の議事は終わりですね。  

 では、３つ目の議事に入りたいと思います。27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。  

 

事務局  

 この議題３の３件、審議案件３件になりますけれども、こちらは条例の６

条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ております。ただ、

こういうふうに適用除外としつつも、条例の６条３項のほうに市民参加手続

の対象としないことを決定したものについても公表するということになっ

ていますので、公告などの手続は行っているところです。  

 最初に、88ページ、資料ナンバー９をごらんいただければと思います。「使

用料条例の一部を改正する条例の制定」です。  

 本件については、27年６月30日に実施予定シートを審査いただいておりま

す。本件は、６条１項３号の規定に該当するため、市民参加手続の対象とす

るものではありますが、６条２項５号のその他金銭の徴収に該当するため、

市民参加手続の適用除外としたものです。  

 概要としては、第７次行財政改革推進計画を踏まえた受益と負担の適正化

を図るための使用料の見直しでございます。なお、この見直した使用料の中
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には、文化センターの使用料だったり、市営霊園がございますけれども、そ

ちらの和室の使用料、都市公園、中央公園だったり、総合公園の一部の使用

料、こういったものを改正しています。それで、市民参加手続を実施しない

旨を27年８月３日に公告いたしまして、同日ホームページにも掲載をしてお

ります。  

 89ページに公告、 90ページにホームページ掲載内容を添付してあります。

ご審議のほどお願いいたします。  

 

石川委員長  

 それでは、ただいまの使用料条例の一部改正ですが、何かご質問、ご意見

等ありますでしょうか。  

 よろしいですね。  

（「はい」という声あり）  

 

 では、適切であるということにさせていただきます。  

 では、10番ですね。 

 

事務局  

 続いて、91ページをごらんいただければと思います。「手数料条例の一部

を改正する条例の制定」でございます。本件については、27年６月30日に実

施予定シートを審査いただいております。  

 本件は、６条１項３号の規定に該当するため、市民参加手続の対象となる

ものでありますが、６条２項５号のその他金銭の徴収に該当するため、市民

参加手続の適用除外としたものです。  

 概要としては、第７次行財政改革推進計画を踏まえた受益と負担の適正化

を図るための手数料の見直しでございます。  

 なお、この手数料ですけれども、手数料条例に定めた 33の手数料のうち18

種類の手数料を1.5倍に引き上げた改正内容になっております。実施しない

旨を27年８月３日に公告いたしまして、同日ホームページにも掲載しており

ます。  

 92ページに公告の写し、93ページにホームページ掲載内容を添付してあり

ます。ご審議のほどお願いいたします。  

 

石川委員長  

 先ほどが使用料、今回は手数料ということですが、いかがでしょうか。  

 これは結果というのはまだ出ていないのですか。使用料、手数料を徴収し
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た結果。  

 

事務局  

 徴収した結果。  

 

石川委員長  

 決算していないのであれでしょうけれども。  

 

永易次長  

 施行は28年。28年４月１日から。  

 

石川委員長  

 わかりました。  

 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、次、11番、お願いします。  

 

事務局  

 94ページをごらんください。「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定」です。  

 本件については、27年６月30日に実施予定シートを審査いただいておりま

す。  

 本件は、６条１項６号の規定に該当するため、市民参加手続の対象となる

ものでありますが、６条２項３号の法令の規定により実施する基準が定めら

れており、その基準に基づいて行うものに該当するため、市民参加手続の適

用除外としたものです。  

 概要としては、厚生労働省令の改正により、保育士の数の算定について、

保健師または看護師に加え、准看護師についても保育士とみなすことができ

るとされたため、当市においても准看護師を保育士とみなすための条例改正

を行ったものです。実施しない旨を27年８月17日に公告し、同日ホームペー

ジにも掲載しています。  

 95ページに公告の写し、96ページにホームページ掲載内容を添付してあり

ます。ご審議のほどお願いいたします。  

 

石川委員長  

 家庭的保育事業等の設備、運営に関する基準ですね、この一部改正ですが、
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いかがでしょうか。よろしいですか。  

（「はい」という声あり）  

 

 特にご意見なければ適切であるというふうにさせていただきます。  

 以上で３番目の議題を終わりまして、４番の議題、28年度の市民参加手続

の実施予定の評価について、お願いいたします。  

 

事務局  

 実施予定の評価については、今回６件ございます。最初に、97ページ、資

料ナンバー12をごらんください。四街道市総合計画後期基本計画の策定であ

ります。  

 概要は、少子高齢化や人口減少等への対応、災害や防災等対策の再構築を

図ることを目的に策定した四街道市総合計画の前期基本計画が、平成30年度

で終了するため、31年度を初年度とする後期基本計画を策定するものです。

28年度は前期基本計画施策の達成状況の把握及び後期基本計画策定の際の

基礎資料として、市民の意向を把握する市民意識調査を実施するものです。

実施対象とする根拠は、６条１項１号になります。実施する手続は、７条１

項１号の意見提出手続、３号の審議会等手続、５号その他の方法として、ア

ンケート調査を実施いたします。意見提出手続は、30年に実施予定となって

おり、審議会等手続は、公募委員を５名含む総合計画審議会が同じく30年に

開催されます。また、その他の方法として、 28年８月に市民アンケートを

3,000人に実施する予定です。ご審議のほどお願いいたします。  

 

石川委員長  

 総合計画の後期計画の策定についてでございます。意見提出と審議会、そ

れからその他の方法でアンケート調査というのが挙げられております。  

 ご質問、ご意見お願いします。  

 

安井委員  

 すみません。アンケート調査、前期はやはり3,000名対象でやられたので

しょうか。  

 

石川委員長  

 いかがでしょうか。  

 

事務局  
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 そのように把握しております。  

 

石川委員長  

 ほかにはいかがでしょうか。  

 総合計画の審議会、これは30年の実施予定でいいのでしょうか。  

 

安井委員  

 ちょっと遅めですよね。  

 

石川委員長  

 遅目ですよね。私も幾つかの委員やっていますが、ちょっと制定する年に、

今からやるというのは、だいたい案ができていてオーケーというだけの審議

会になってしまいそうな気がするのですが。これはどういう予定で 30年なの

でしょうか。  

 

事務局  

 すみません。ちょっとその辺確認しておりません。  

 

石川委員長  

 そうですか。ちょっと書いておきましょうかね、これは。  

 

安井委員  

 これ後期基本計画が 31年というふうになっていますね。だから逆算でそう

いう位置づけではないのですか。  

 

事務局  

 今委員長おっしゃっているのは確かにおっしゃるとおりなのですけれど

も、要は28年８月にアンケートやって、結果はその年にでるでしょうから。

そうしたら、その後にそういうアンケート結果をもとにして十分な審議をす

れば、多分29年ぐらいから審議会やるのが通常なのではないかという意味合

いだと思います。  

 

石川委員長  

 だと思いますが。ただ、どういうスケジュールでやるかというのがよくわ

かりませんので何とも言いようがないですが、通常であればもうちょっと早

くてもいいのかなという気がするのです。 



- 22 - 

 

事務局  

 以前やっぱりこういう総合計画の類いで、市民参加をかなり充実してやっ

ているので、意見交換会ですとかいろんなものをやっていたのですよ。だか

ら、もしかしたら、ここには書いていないのかもしれないですけれども、そ

ういうものを前段でやるのかもしれませんが、ちょっと予定に書くのは今の

ところはどうかなというところで、書かれてないだけなのかもしれません。 

 

石川委員長  

 何とも言いようがないのですけれども。 

 

神委員  

 でも、それは書かれたほうが。  

 

増田委員  

 これは保留できないのですか。  

 

石川委員長  

 保留というよりも意見を書いて検討してもらうということだと思います

ね。流れているものなので保留というのは余り意味がないのですよね。だと

したら、こういう考え方でこういう意見がありますよということを出してお

くということなのですけれども。  

 

神委員  

 先ほどおっしゃったようにもし可能ならば 29年。  

 

石川委員長  

 ですよね。そのくらいにやっぱりつくって、さまざまな意見交換をした後

につくっていくというのが、市民参加の大前提だと思うのですよね。  

 では、それを加えることにして、適切ではあるが、実施時期等については

十分考慮してもらいたいという趣旨の意見を加えたいと思います。よろしい

でしょうか。  

（「はい」という声あり）  

 

 では、次に移ります。 13番ですね。  
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事務局  

 続いて、98ページをごらんいただければと思います。「第２次健康よつか

いどう21プランの策定」でございます。  

 概要は、健康増進法に基づき、市民の健康の増進の総合的な推進を図るた

めの基本方針等を定めた「健康よつかいどう 21プラン」、計画期間が平成 20

年から29年度までです。それの達成状況などの評価と「第２次健康よつかい

どう21プラン」を策定いたします。実施対象とする根拠は、６条１項１号に

なります。  

 実施する手続は、７条１項１号の意見提出手続、３号の審議会等手続、５

号その他の方法として、市民意識調査を実施いたします。  

 意見提出手続は、29年12月に実施予定となっており、審議会等手続は、公

募委員３名を含む保健福祉審議会が 28年５月から30年２月までの間、適宜開

催される予定です。また、その他の方法として、28年10月に市民アンケート

を3,500人に実施する予定です。ご審議のほどお願いします。  

 

石川委員長  

 いかがでしょうか。こちらの審議会はちゃんと28年５月からやっています

ね。  

 市民意識調査の対象者ですけれども、 3,500人の方を対象にするというこ

とですね。幼稚園、小学生の保護者、中高校生。幼稚園、小学生の保護者は

全員ではないと思うのですが、これの抽出方法はどんなことなのでしょうか。 

 

事務局  

 すみません。ちょっとそこまで私も確認していないので。  

 

石川委員長  

 ああ、そうですか。全員ではないですよね。  

 

事務局  

 全員ではないです。  

 

石川委員長  

 幼稚園、小学生全員やったら、とてもこんな数ではないでしょうね。  

 

奥田委員  

 ちょっと質問しますけれども。実はこれ知らなかったのですけれども、「健
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康よつかいどう21プラン」というのを。これはその結果というのはまだ出て

いないわけですね。達成された度合いですとか。  

 

事務局  

 実は中間年で一応、例えば健康診断の受診率だとか、そういったものは出

されております。  

 

奥田委員  

 なるほど。いろいろな幅が広いですね。健康の関連。  

 

事務局  

 そうですね。やっぱり病気にかからないように週何回運動している人が

何％だとか、いろんなデータがありますよね。  

 

奥田委員  

 市にそういう部署があるわけですね。  

 

事務局  

 健康増進課というところが策定しています。恐らくこれはホームページで

公開されていると思うのですね。こういう中間評価報告書という 2012年にや

ったのがありまして、もしご興味があれば、いろんな指標があって、要は計

画をつくるときのデータがどのように、いろんな施策をやることで動いてい

るかというのを評価をしているものではあるのですけれども。 

 

奥田委員  

 機会があれば見せていただきます。  

 

石川委員長  

 ほかには。どうぞ。 

 

安井委員  

 このシート関係が先ほどからちょっと気になる。気になるというか、今回

の行政監査実施予定時期というのが30年３月になっていますね。これに対し

てＰＤＣＡ、実施段階、これがその見直し段階というＡのほうについている

というのは、どういう意味なのか。というのは、実際には全然違うのではな

いかという、その辺だけちょっと確認したかった。  
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事務局  

 私どもの運用の中では、要は第２次のプランになるわけではないですか。

それで、そういうふうに中間年度で評価をして、要はＰＤＣＡのＣ、チェッ

クをかけて、そのチェックをかけたものに基づいて、また計画を見直してい

くというところで、そのアクションＡのところに位置づけたわけですね。そ

れなので、条例なんかも新しくつくるときはＰなのですけれども、一部改正

なんていうのはＡということで取扱いをさせていただいています。  

 

安井委員  

 ああ、そういうこと。ありがとうございます。  

 

石川委員長  

 先ほどの後期基本計画策定はＣになっていますね。若干違うということで

すね。  

 

事務局  

 28年度に限っては、その評価をするためのアンケートをとるとか、そうい

うことなのでＣを記載していますが、ちょっと不統一ですね。 

 

石川委員長  

 まあ、でもいいのですけれども、評価のほうの見直してもいいのですけれ

ども。でも、細かな評価をする人が出てくるといけませんので、統一してお

いたほうがいいかなと思いますね、基準を。  

 こちらは適切でよろしいですか。  

（「はい」という声あり）  

 

 では、次に参りましょう。  

 

事務局  

 続いて、99ページですね、資料ナンバー14をごらんいただければと思いま

す。「国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定」です。  

 概要は、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の基礎課税額

に係る課税限度額、後期高齢者支援金課税額に係る課税限度額を改定するも

のです。  

 条例の施行時期は、29年４月１日です。  

 実施対象とする根拠は６条１項３号ですが、地方税法施行令の一部改正に
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伴い、国民健康保険税の課税限度額を改定するものであり、法令の基準に基

づいて行うもの、また市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものであり、

６条２項３号及び５号に該当しますので、市民参加手続は実施しないことと

し適用除外としております。ご審議のほどお願いいたします。  

 

石川委員長  

 国民健康保険税条例の一部改正です。  

 何かご質問、ご意見があればお聞きします。よろしいですか。  

（「結構です」という声あり）  

 

 では、適切であるということで処理をいたします。  

 15番です。  

 

事務局  

 続いて、100ページ、資料ナンバー15をごらんいただければと思います。

「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

の一部を改正する条例の制定等」です。  

 概要としては、土砂等の埋め立て等による土壌の汚染等に係る対策の強化

を図るため、搬入される土砂等の条件等の追加・変更等を行うものです。実

施対象とする根拠は、６条１項３号及び６条１項６号になります。  

 実施する手続は、７条１項１号の意見提出手続、３号の審議会等手続を実

施いたします。  

 意見提出手続は、28年８月に実施予定となっており、審議会等手続は、公

募委員を３名含みます環境審議会が28年６月と７月に開催される予定です。

ご審議のほどお願いいたします。  

 

石川委員長  

 ありがとうございます。  

 土砂等の埋め立て等による土壌の汚染災害防止ということですが、いかが

でしょうか。  

 どうぞ。  

 

奥田委員  

 こういうときの委員というのは土木関係に詳しい人とか、そういう限定さ

れた人なのですか。それとも一般の人を対象にしているのですか。  
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事務局  

 それは審議会の委員のほう。  

 

奥田委員  

 審議会の。  

 

事務局  

 委員の構成でしょうかね。  

 

奥田委員  

 はい。  

 

事務局  

 すみません。ちょっと今手元にないのですけれども、いろいろ有識者だと

か、やっぱり公募市民だとか環境関連団体だとか、そういう方たちから構成

されていて、そうですね、今はどうだかわからないですけれども、私が担当

していたときは土木関連の方はいなかったですね。ただ、環境エンジニアリ

ングとか、そういう方々は委員さんいらっしゃったので、当然環境関係です

と土木関係の知識持っている、そういう方たちもいらっしゃるし、当然審議

会の委員長とかになりますと、そういう知識をお持ちの方、今はちょっとわ

からないのですけれども、そういう方も過去にはいらっしゃいました。  

 

奥田委員  

 専門家と素人では見解が大分違ってくると思うのですけれども、四街道で

もかつては山を崩したときにメダカが全滅してしまったとかいって騒いだ

時期があったのですよね。そういうときは一般の人からすると、えらいこと

やっているなということですけれども、専門家からするととてもそれは大変

な問題だろうと想像するのですね、今のような場合。そんなことをちょっと

今想像してお聞きしたのですけれども。直接この問題ではないかもしれない

です。  

 

石川委員長  

 そのほかいかがでしょうか。どうぞ。  

 

増田委員  

 28年６月、７月に環境審議会で審議されたものについて、追加・変更等を
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行ったものについての細部を評価するに当たって、またちょっと審議戻して

ほしいということは可能なのでしょうか。 

 

石川委員長  

 ６月、７月に審議会終了ということで、それを取りまとめをして意見提出

手続をする。  

 

増田委員  

 また上がってくるのですよね。  

 

石川委員長  

 そうですね。それに関して市のほうが、この意見についてはこうですよと

いうのを返すと。  

 

増田委員  

 返すという形。わかりました。  

 

石川委員長  

 後でまたちょっと出るのですかね、審議会と意見手続の兼ね合いが。だか

ら、そのときに今のはちょっとまた説明させていただきます。  

 こちら意見提出と環境審議会をやるということですが、よろしいでしょう

か。  

（「はい」という声あり）  

 

 では、適切であるということにさせていただきます。  

 次の案件です。  

 

事務局  

 続きまして、101ページ、資料ナンバー16をごらんいただければと思いま

す。「下水道条例の一部を改正する条例の制定」です。  

 概要としては、消費税法の一部改正に伴い、下水道使用料に関する消費税

相当額を８％から10％に改正するものです。  

 条例の施行時期は、平成 29年４月の予定です。  

 実施対象とする根拠は６条１項３号ですが、消費税法等の一部改正に伴う

消費税率の改正で、法令の基準に基づいて行うものであること。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、６条２項３号及び５号に
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該当しますので、市民参加手続は実施しないこととし適用除外としています。

ご審議のほどお願いいたします。  

 

石川委員長  

 関連がありますので、次の 17についても一緒に説明をお願いします。  

 

事務局  

 「水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定」ということで、102ペ

ージに資料がございます。概要としては、同じく消費税法の一部改正に伴い

まして、水道使用料及び給水申し込み負担金に関する消費税相当額を８％か

ら10％に改正するものでございます。  

 以下は、先ほどご説明した下水道条例の一部を改正する条例のところと同

様の理由になりますので、説明を省略させていただきます。  

 

石川委員長  

 ということで消費税がどうなるかわかりませんが、用意をしておるという

ことなのですよね。これ取りやめになれば、当然取りやめになるということ

ですね。  

 この２件よろしいでしょうか。  

（「はい」という声あり）  

 

 では、議題については、これで終了でございます。  

 それから、先ほど出ましたような、この案件ごとにコメントをつけて答申

するのですけれども、趣旨は皆さんおわかりだと思いますので、表現につき

ましては委員長にお任せいただきたいと思いますが。  

（「はい、よろしくお願いします」という声あり）  

 

 では、よろしくお願いいたします。  

 これでよろしいのでしょうか。大丈夫ですか。  

 では、案件につきましては以上で終了しました。  

 その他ですね。お願いいたします。  

 

事務局  

 今年度新しく公募委員として入られた３名の方を、この辺のお話、ちょっ

と事前説明のときに私させていただいたかもしれないのですけれども、本年

度の６月30日に開催されました第１回のこの委員会の席で、意見提出手続の
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実施時期について庁内でも統一が図られていなかったことから、そのあたり

統一を図ってみてはいかがですかということで、この委員会からご意見を頂

戴したのですね。それを受けまして、この推進評価委員会に議題としてこう

いう案件を持ち上げてくるまでに、内部の市民参加推進本部という組織がご

ざいます。そちらについては、それぞれの部の次長級からなる幹事会、その

上に、それぞれの部長級からなる本部会というのがございます。  

 それで、この図をちょっとごらんになっていただきたいのですけれども、

要は今まではこの図にあるようにパターン１からパターン３まであります

けれども、庁内でこの３つの方法のいずれかを採用して意見提出手続を行っ

ていたのですね。ただ、当然この委員会からの意見にもあったとおり、本来

は意見提出手続というのは、審議会でこういう意見をいただいた上で、行政

のほうが素案をつくって、もう十分な議論をしてたたいたよねという、素案

を市民の皆様に意見提出手続ということで、意見を伺うということで行うの

が通常のやり方と言われているのが一般的なものなのですけれども、要はパ

ターン１、例えば環境審議会みたいなところでは、さっき土砂等のという審

議をしているような委員会ですけれども、ここでは要は審議会として自分た

ちで答申を出す、結論を出す前に、市民の多くの意見を聞いて、その意見を

踏まえた上で最終的な審議会として意見を出したいというような意見があ

って、答申を受ける前にこの意見提出手続をやっていたので、もしかすると

意見提出手続のときに出した素案が、最終的にこの審議会での議論を踏まえ

ると、また変わってしまうかもしれない。そういうようなこともございまし

たので、やはりそれは本来の意見提出手続ではないのだというようなことで

委員会からご指摘もありましたので、内部の組織でもませていただきました。

それで、最終的にはこのパターン３を、今までもそうだったのですけれども、

これを原則としてやりましょうというようになりました。  

 それで、パターン１は、これないよねということになりました。ただ、パ

ターン２については、こちらについても丁寧な意味で意見提出手続、答申が

出た上で意見提出手続やって審議会に報告する。これについては、やり方は

いいのではないか。ただ、１つ考えるのは、要はこの結果を報告するためだ

けに委員会を開くのであれば、行革の観点から当然報酬なりも発生するので、

それは違うのではないかと。次の例えば諮問をする際に、前回答申を受けて

意見提出手続を行われた結果はこうでしたよという報告をするのはいいの

ではないかというようなところは、庁内の一定の合意が図れたところです。 

 ただ、今回審議をいただいた資料ナンバー２の関係なのですけれども、要

はこれ国のほうから最終的なこういうふうな制度でやっていきましょうと

いう通知が来たのが、昨年の 12月22日なのですね。それで、当然高齢者支援
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課というところが担当ですけれども、その国の通知を受けて条例の改正案を

作成して、総務課のその文書、条例をチェックするようなところもあるわけ

ですけれども、そこと協議を行ったと。それで、その締め切りが、例規審査

会というものを要は役所のほうで、その条例なんかが法令等に抵触していな

いかだとか、いろいろ審査する機関があるのですけれども、その例規審査会

というのも、条例の案を出していただく締め切りが１月８日ということでご

ざいました。それで、実はこの高齢者支援課の担当者のちょっと誤認で、こ

の条例自体が市民参加手続の対象であると認識していなかったのです。それ

で、この１月８日過ぎた時点で、これ対象ですよという話になって、そこか

ら急いでやろうということで手続を踏むようになったのです。それが２月を

中心にしてやっているわけで、審議会の手続については２月13日に行いまし

た。それで、意見提出手続については１月25日から２月24日ということで、

２月19日の例規審査会にかけております。それで、この３月10日の議会、今

開かれている議会に上程するために、３月10日は上程して、４月１日から施

行ということで、かなり短期間で審査の手続をやるということでやっていま

す。ただ、担当者の誤認はあったのですけれども、やっぱり国からの通知の

関係で、どうしても議会上程の期間が短いという中では、今お話ししたよう

に、要は審議会の手続が２月 13日を無理やり突っ込んだというのがあって、

その前にもう意見提出手続は１月25日から始まっているわけですね。こうい

うイレギュラー案件についてはお許しをいただいて、原則論からちょっとは

み出した形になってしまいますけれども、運用させていただければというこ

とで、庁内のほうで意見がまとまったところです。  

 以上、ちょっとわかりづらかったかもしれないのですけれども、ご説明を

終了させていただきます。  

 

石川委員長  

 最近国の意思決定が非常に遅いものですから、地方自治体が大変迷惑して

いるのですね。決まったらやらなければいけない。これはもう地方自治体の

責任ではなくて、国のやり方が非常に問題なので、実際に手続をする自治体

はやむを得ないと思うのですよね。しかも、４月からやらなければいけない

ということであって、12月ごろ、それこそぎりぎりに案を出してくるという

のはよくあるので、やむを得ないのではないですかね。  

 ただ、今の件でご意見があればお伺いしたいと思いますが。  

 

増田委員  

 やはりこういった案件というのは、国が確定してからでないと動けないの
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ですか。  

 

事務局  

 要は確定しない中でやって違うとなってしまうと、ちょっと厳しくなって

くるかなと思うのですね。  

 

石川委員長  

 確定しないうちは事実上動けないのですよ。まさに国から県に来て、県か

ら市に来るという、そういう通達ルートで来るので、それを受けて一斉に動

き出すということなのですね。  

 

増田委員  

 私は、これもう既に６月とか７月ぐらいに知っていて、去年、もう動き出

していたのですけれども、来年度から変わるということで、そういった形で

あれば動けないですね。変わるということで、確認を厚生省とかにしても、

確かに変わりますよ、各市町村の担当になりますという話になってくるので

すけれども、公布されないとという話なのです。  

 

石川委員長  

 そうですね。役所のやり方がそうであったのですよね。ただ、民間と違っ

て役所はやっぱり役所ルートでやらないといけないものですから、本当にね、

最後変わったりするのですよね。  

 

神委員  

 変わった場合、条例をまた変えるという手続とか大変なので、やっぱりぎ

りぎりまで、確定するまで待たないと。だから、本当はそこを考えて国が動

くというのが一番理想的なのです。市民、受給者主体というふうなのは、本

当はそこを考えなければいけないので、国が変わってもらうのが一番なので

すけれども。  

 

増田委員  

 だから、いつも厚労省とか国交省とけんかばかりしている。確定するなら

確定しておけと言っているのですけれども、そこらあたり振り回されるのは    

市役所さんとか、確定しないと動けないですね。  

 

石川委員長  
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 では、その他、以上ですね。  

 もう一つ、どうぞ。 

 

事務局  

 あと、もう一点ございまして、委員長にも事前に相談をさせていただいた

案件なのですけれども、今回審議いただいた資料ナンバー３をちょっとお開

きいただいて、こちら市民等の権利義務に関する条例の改正ということで、

もともと権利義務が定めてある介護保険条例の改正だということで、対象と

いうことでは位置づけてあるのですけれども、要は今回の改正内容が、介護

認定審査会の委員を今まで２年だったのを３年に延長するのみの改正なの

で、今後は見直す規定のほうが、直接市民等の権利義務に関する内容でなけ

れば対象としないというところを、市のほうにそのような運用をさせていた

だきたいというところで、委員長と調整をさせていただきました。一応その

あたりについては、今後直接そういう見直しに係る以外のもので改正があっ

ても、このような実施予定シートとして、この審議会に上がってこないとい

うところをご了承いただければなと思います。要はこの任期を、介護認定審

査会の委員の任期を３年に延ばすことのみをもってして、市民に何かしらの

影響が、多大なる影響が起こるということではないので、それをここまで丁

寧にやっていくのがいいのかもしれないのですけれども、やはり市民参加と

この手続を踏むコストがかかるものですから、そのバランスをうまく保って

いくという中では、そこまでは対象としなくていいのではないかということ

で、修正いたしましたのでご理解いただければなと思います。  

 

石川委員長  

 ということで、条例の改正なので、形式的には全部対象としなければいけ

ないのですけれども、市民の権利義務に全く、全くと言ったら語弊がありま

すけれども、ほとんど影響がない。例えば今まで２年だった任期を３年にす

ると。それだけのものであれば、これはもう任命行為なのですね。長が２年

頼むというか３年頼むというか、それだけの話なので、これは一々市民参加

で２年を３年にすることについてどうかということを論議してもしようが

ない話だという趣旨なのです。ただ、後で報告一覧はあるということですね。

条例の改廃については、後で報告一覧があるということでしたね。というこ

とで、その辺はご了解いただきたいと思います。よろしいでしょうか。  

（「はい」という声あり）  

 

 では、一応その他終わりまして、事務局にお返しいたします。  
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事務局（岩林課長）  

 全ての案件、協議が終わりましたので、それでは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。  


