
 平成２８年度第１回四街道市市民参加推進評価委員会会議録 

 

日 時：平成２８年６月２９日（水） 

１６時００分～１８時３０分 

場 所：四街道市保健センター３階視聴覚室 

 

出席委員：６名（※石川委員長、神委員、奥田委員、藤原委員、増田委員、安井委員※） 

欠席委員：１名（※椎名委員※） 

 

○事務局 岩林課長より開会の言葉 

 

○石川委員長（議長）よりあいさつ：市民参加というのは聞き慣れてしまえば当然のこと

のようで実はなかなか難しい。だんだん忘れられてしまうというきらいもあります。そう

意味ではきちんと参加の状況を確かめながら、意識的な目で見ていかなければならないの

でないか、という風に思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○会議録での発言者名の明記及び傍聴人の確認 

＞異議なし 

・傍聴人：開会時点では０名（原則公開のため途中入室可）。 

 

（資料「市民参加推進評価委員会進行」参照） 

  

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、「２７年度市民参加手続の実

施状況の評価」、「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」、「２

８年度市民参加手続の実施予定（追加）の評価」でございます。 

 それでは最初に議事１、「２７年度市民参加手続の実施状況の評価」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 配布資料の確認後、説明（資料ＮＯ１、２０ページまで） 

「まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定」に係る資料参照 

 

石川委員長：はい、ありがとうございます。「まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定」、

ただ今の説明につきまして何かご意見、ご質問等ありましたらお願いいたします。 

 

奥田委員：読み上げがちょっと早いような気がして。スピードを緩めていただけると。 

 



事務局 ：すみません、わかりました。 

 

石川委員長：それではただいまの「まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定」については、

参加手続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：わかりました。そのようにいたします。では続いて説明をお願いいたします 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ２、４３ページまで） 

「公共施設等総合管理計画の策定」に係る資料参照 

 

石川委員長：はい、ありがとうございます。それでは２つ目の案件につきまして何かご質

問ご意見等ありましたらお願いしたいと思います。 

 

神委員：意見を提出した方がお一人いたということで、かなり細かく出されているみたい

ですけれども、市としては「参考にさせていただきます」という返答で、もうこの方は納

得されたという感じですか。 

 

事務局：意見提出手続ですと、ホームページ上で市の考え方を示すのみになります。市民

会議等ではやりとりをしております。 

 

神委員：意見提出手続だと、市の返答に対して市民が更に何か言うような手続きは、その

後はないということですね。 

 

事務局：そうですね。かなり大胆な案で、実際にやったら相当なお金がかかります。 

 

神委員：どういう背景の方なのか分かって意見を提出されているのでしょうか。 

 

事務局：ご住所だとか氏名だとか、そういう基本的なところしか分かりません。 

 

神委員：分かりました。ただ単に好き勝手言っているというわけではない、ということで

すね。予算とかがそもそもそこまで用意できない、とかそういう答え方ではなく、何と言

うかあまり取り合っていないのかな、というイメージを私はもってしまいました。これは

公表されているのでしょうか。 

 



事務局：ホームページに掲載されています。その辺りは国の返答等を見てもあっさり答え

ていたりですとか、出したご本人からすれば、ちょっと突き放されているようなイメージ

が仰るようにあるのかな、とはちょっと自分も何となく感じました。 

 

神委員：あまり個人情報を出さないように、簡単にできるような形にしているからと思い

ましたが、そういうわけではないんですね。個人名だとかも一応入れて意見をホームペー

ジ上でやり取りできるのですか。 

 

事務局：基本的に意見提出手続は国や他の自治体を見ても、氏名とかそういったものはや

っぱり伏せておりますね。当然、市の担当者はわかります。市民参加条例にもそういった

基本的なものを書いて出してくださいとあります。 

 

神委員：ある程度本人も自分の発言として意識して出されている、ということですよね。

個人的な意見ですけど、もうちょっとこう、参考にさせていただきます、というよりもも

うちょっとこう……。 

 

事務局：個別に答えていこうと思ったら、相当大変だったのかもしれません。その辺りで

こうした回答になったというところなのか、そこまでは担当には確認はしていないですが。 

 

神委員：市民会議にこの人が参加している、ということではないですよね。 

 

事務局：すいません、そこまではちょっと分からなくて。 

 

神委員：市民会議の方が非常に大まかな感じで意見が出たのかなと思うのですが、いろい

ろな形で意見を募るというのもすごい意義があると思います。おざなりにいろんな形のも

のになってしまうと財政的には大変だし、尽力的にも大変だけれども結果的には何の意味

を持たないとなっちゃうとその点どうなのか。私の個人的な意見ですが。 

 

石川委員長：国の方から出されているのは「総合管理計画」と「個別管理計画」を作ると

いう話ですよね。ですから、一つひとつの施設についてどうするかというのは、別バージ

ョンなわけですよね。 

 

事務局：そうですね。今後「施設カルテ」というのを今年度作って、よりその施設ごとに

どういう風に別途していけばいいのかだとか、そういったところは揉んではいます。 

 

石川委員長：そういうことなので、いきなりこう具体的な問題についてずらっと意見が来



ても、全体としては参考にしますという答え方になるという。 

 

神委員：今回は全体的な計画についてのご意見を、というような一言があればよかったで

すね。多分、市民の人もどうやって意見を言えばいいか分からない状態というのが普通だ

と思います。せっかくこうやって意見を募っているのであれば、結局市の人達も力を使っ

ている訳で時間を使っているわけなので、ちゃんとした有機的なやり取りになればいいの

かなと思って意見を言わせてもらった。 

 

奥田委員：それに関連した話ですけれども、この意見を見るとすごく具体的に載っていま

すよね。文書で出されているのですかね。そうすると市側では具体的な話を聴きたいとい

うことでされているのか、それとももっと市側が要求したことはもっと抽象的な範囲で期

待していたのか。この人はすごく私らにもわかりやすい形で出している。それに対して市

が答えようがなかったというならば、本当に聴きたいことを問いかけるというのが必要。

この人は具体的にそれをどうだ、と出したと思うのですが。 

 

藤原委員：でもこれは「総合管理計画」ですよね。こうやっていきなり壁の色までどうだ

と言われてしまうと。市の回答の一部に、今後のスケジュールの個別計画の策定の段階で

参考にさせていただきます、というのはそれなりに適切な対応だと思います。そこら辺の

やり取りや出した側が納得したか、というのは見えませんが。 

 

事務局：やはり市民参加は市民との信頼あってのことですから、市の考え方を示すには表

現の仕方というところは、もうちょっと配慮の仕方もあるのかなというところは私も感じ

ますので、その辺はファシリティマネジメント推進室へ、こういう意見もありましたとい

うのは伝えます。 

 

石川委員長：確かに答えるべきことは答えていますよね。（資料４３ページ）本計画におい

ては、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に向けた基本的な構成を定めた後ということ

で、まず定めるのだと。その後にやるので参考にさせてもらいますと。答えてはいるので

すが、なんていうかなかなか文書でコメントを付けるのは難しいですね。ただ、口頭では

各担当に伝えていただけるということですね。もう少しこうせっかく市民参加で意見を言

ったのにそんなあっさり片づけられたら嫌になっちゃうよねと。 

 

神委員：多分市民会議の形でやると、フェイストゥフェイスで説明もできると。事務局の

職員としてもこれはこういう意味を込めていますと、（資料３７ページ）ただ意見提出手続

の書き方だと、多分この方は計画の内容を説明されているから、公共施設等についても改

修や更新を含めてどのように管理していくのかを明らかにするものです、というのを見て、



身近な公共施設についてのご意見・気づいた点を言ったのかなと思えますので、何を求め

られているのか、さっき奥田委員が仰っていたもし意見を聴くのであれば相手方に分かり

やすく、こういう意見を求めていますと、総合的な視点で今回は意見を求めてますみたい

な形で出してもらえた方が分かりやすいのかなと。個別的なものではございませんと、個

別的なものはまた次の段階ですというのが分かるとよい。今回は一人の方しか出していな

いので、そもそもこういう形で意見を求められても市民は何を言っていいのか分からない

と思います。 

 

事務局：多分ですね、私どもいろいろ計画を作って出す際にも、やはりこちらでこうだと

いう行政目線で意見を求めていると、もしかすると違った意見、本来市民がこういう意見

を出したいというものを阻害してしまう可能性もあるので、私はある程度見たものについ

て自由にご意見を出してくださいという方が逆に縛らないのではないかと思います。 

 

神委員：私もその方が良いと思いますが、そうしたらやっぱりちゃんと答えなければなら

ないと思うので、どちらかではないかと。今、仰られたように、そもそも個別に聴きたか

ったわけではないので個別に答えていないというのであれば、そういう意見の出し方を市

民もしたよとなると思いますし、意見を出すだけでも勇気がいることだと思います。出せ

ない方はたくさんいると思います。本当に個別の施設について言いたいとなったら、多分

子育て世代のお父さんやお母さんはもっと言いたいことがあると思います。 

 

増田委員：オープンクエスチョンならオープンなりの回答、クローズならクローズの回答

という形はあります。言い方が悪いですが、こういうちょっと緩めの回答をオープンにし

て、クローズで個別に後で的確にしっかり答えるとか。クローズというのは個別の意見を

聴収する。クローズドクエスチョンだったらこういった形でとか、具体的に答えないとい

けませんが、オープンであればこういう書き方は仕方ないなとは思う。 

 

神委員：でもせっかく全部言ったのに、今度からもう言わないとなる可能性も。そもそも

この手続がある意味というか、それを言いたいだけの話で、別にこの人に対してどうと言

っているわけではなくて、こうやって意見提出手続とか、市民が参加する手続をちゃんと

しているのかというのを判断してると思うので、してればただいいという風なことにはな

らないのではないかと思います。 

 

事務局：多分、一番目の質問は特に、今後、総量で２０％以上公共施設を減らしていくと

いうような考えがある中で、どこを優先的に残して、どこを減らしていくのかもまだ分か

らないわけで、その中で個別にはこの施設についてどうだこうだ、というのは答えられな

い部分がやはりあるわけですね。そういったところもあって、こういう個別の検討の時に



はしっかり考えていきますよ、という表現もあるのではないかとは思います。 

 

石川委員長：そうなんですよ。正に役所が的確な答えをするとこういうことになると思う

んですよ。ただせっかく意見出してどうなのかな、という時に、正に役所、みたいな回答

をされると、どうかなという印象を持つ方はいらっしゃるという指摘なんでしょうね。 

 

事務局 岩林課長：意見募集の告知するときに、市政だより・ホームページに載せている

んですけど、こういう時にもうちょっとどういう論点で募集しているのかというのが少し

必要なのかもしれません。あとは、やっぱり出てきたときにこれに対してきちんと配慮が

ある、言い回しとか、その辺はもう少し気を遣う必要があるのかもしれません。 

 

事務局：職員によっても少し変わってくるという事実はあります。 

 

石川委員長：いや、それでは困るんですよ。 

 

事務局 岩林課長：あとはある程度きちんと、こういう趣旨でこういう答え方をする、と

いう形式なんかも含めて、ガイドラインみたいなものはあってもいいかと。 

 

事務局：ガイドラインを策定することも限界はあると思いますが。 

 

石川委員長：当委員会としても、文書で要望を付けることにして縛らずに意見の求め方及

び意見に対する市の考え方については、市民参加推進の立場から対応することが望ましい、 

という風にしておけばいいでしょうか。 

 

事務局：本案件に対してというのではなく全体的な運用としてということでよろしいでし

ょうか。 

 

石川委員長：もちろんこれに付けるけども、これに限らず全般に言えることなんですよ、

という風な立場で意見をつけておく、ということでいかかでしょうか。 

 

委員一同：はい 

 

石川委員長：ではその意見を付して、手続は適切であるというふうにしたいと思います。

次、お願いします。 

 

 



○事務局よりの説明（資料ＮＯ３、６７ページまで） 

「第２次四街道市地域福祉計画の策定」に係る資料参照 

 

石川委員長：それでは地域福祉計画についてですが、何かご質問ご意見等がありましたら

お願いをいたします。 

 

奥田委員：ここにおいても意見提出ゼロということで。これは相当な委員がたくさんいら

っしゃって審議している内容なんですよね。 

 

事務局：保健福祉審議会ですね。四街道市の保健福祉審議会の方で策定される計画という

のが、行政の方から「こういった案で皆さんいかがですか」ということではなく、議論し

て絶えず積み上げていってそれで作り上げていくんですね。そういうスタイルでやってい

まして、そこで最終的なものには意見はない、という表現になっていますので、そのプロ

セスとしては意見が出されて、やり取りをして、その場で「じゃあこういうふうにしてい

きましょうか」というような作り方をしています。 

 

安井委員：アンケート調査が 2,000 人に対して回答５０％ちょっと。これはやっぱりその

程度しか回収できないんですかね。なんかちょっと物足りないなという感じがどうもする

んですよね。前もそうですよね。 

 

事務局：３、４０％というのも結構あって、５０％が低いか高いかというのは、私は専門

家ではないですけれど、ある程度取れてはいる方かなとは思います。 

 

事務局 岩林課長：まだいい方なんです。郵送法なんで、実物で郵送して返ってくるとい

う。 

 

安井委員：当然返信用封筒を付けているわけですよね。 

 

事務局 岩林課長：付けています。 

 

安井委員：そうですよね。それでも送ってくれないのか。 

 

藤原委員：無作為抽出で１８歳以上というからね。 

 

事務局 岩林課長：５０％は超えているんで……。 

 



安井委員：納得ですか。それで、この福祉計画の策定の中で対象者、地区社協とか民生委

員とかシニアクラブ等とかって出ていますけど、これの選定というのは、どういう具合な

んですか。４９ページ。二日間これ、７月６日・７日に実施されているんですけれども、

意見交換会。これは地区社協とか民生委員とかシニアクラブ、幅はそれぞれですが個々の

団体というのはかなりの規模じゃないんですかね。 

 

事務局：福祉政策課としても地域福祉の担い手としては、現状地区社協だとか民生委員辺

りがやっぱり中心的な役割を担っているところなので、そちらに丁寧に意見を聴こうとい

うことではあると思うんです。 

 

石川委員長：これは法律上になりますと、社会福祉事業を行っている者、それから事業を

経営している者。こういう者を入れて、つくる時は意見を聴きなさいと。つくったら公表

しなさいという法律上の規定があります。ですから事業に関係するもの、ということで実

際事業をしている人、また経営している人、そういった人たちに入れてくださいね、とい

うことにはなっています。 

 

安井委員：はい、ありがとうございます。 

 

石川委員長：はい、それでは手続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：はい、それでは進めさせていただきます。その次をお願いいたします。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ４、８４ページまで） 

「指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービスの基準を定める条例」

に係る資料参照 

 

事務局：補足として、国から通知が１２月末くらいに届きまして、例規集の案件締め切り

が１月８日だった。それぐらいの時期に市民参加手続やらなければならないところ、議会

上程の日が３月１０日だったもので、本来審議会が終わってから意見提出手続を実施しま

すが、そういう段取りを踏んで市民参加手続を行うことができませんでした。そのため、

日にちが整合取れていない部分があります。 

 

石川委員長：はい、ありがとうございます。それではご質問ご意見等お願いいたします。

よろしいでしょうか。はい、それでは適切であるということにさせていただきます。次、



お願いします。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ５、１１１ページまで） 

「第４次四街道市障害者基本計画の策定」に係る資料参照 

 

石川委員長：はい、ありがとうございます。障害者基本計画についてでございます。ご意

見ご質問等ありましたらお願いをいたします。 

 

増田委員：先程もあったんですけれども、例えば身体障害者 2,459 名とか、そちらの方は

かなり明確に数字が出ている。それでその他の方法として実施状況シート、他のところで

は無作為抽出という形で 2,000 人を対象という方法でアンケートを行っている。先程の場

合ですとその他団体という形でありますけど、四街道市にある団体すべてに、障害を持っ

ている方すべてが対象、ということになるのか。無作為という文字が入るとどうなるのか

なと思ったんですけれども。 

 

事務局：障害者手帳をお持ちの方すべてに対して実施したということです。 

 

増田委員：するとこちらの福祉団体さんも全部ということですか。 

 

事務局：全部かどうかまでは確認はしていません。それと言うのは８８ページの対象者の

欄の当事者団体・保護者団体等１２団体、おそらく、事務局が掴んでいるそういう支援団

体には全てお送りはしているとは思うんですよね、案内は。 

 

増田委員：無作為抽出以外は可能な限り市役所として把握している人には全部いっている

というわけですか。シートとしては。 

 

事務局：多分、障害者で人数がある程度わかっている、というところでは特定した方達に

送る、依頼をするという流れですけど、地域福祉計画というのは全市民的に影響が及ぶ暮

らしに及ぶものじゃないですか。そういったことなんで無作為抽出で行う、ということで

す。特定される市民はいないじゃないですか。 

 

増田委員：そういうことなんですね。分かりました。 

 

神委員：アンケート調査で、先程仰った今障害者手帳を持っている方全員に出されたとい

うことなんですけれども、どんな声が聴かれたのかがこれだけだと分からないので。 

 



事務局：すいません。かなりボリュームが多くなるもので。 

 

神委員：概要だけでも。 

 

事務局：内容的に項目を軽く読み上げましょうか。 

 

神委員：何を聴いたのかと、これを元に次の意見交換会のものも抽出されているというこ

とですかね。事前アンケートに出てきた案件についてここでも話されているということで

すか。 

 

事務局：それは団体に対してもまた個別にアンケートをやって、その上で意見交換をやっ

たという流れです。 

 

神委員：じゃあこっちのアンケートは別の事前アンケートをされていると。ではこのアン

ケートは何に活かされているのですか。その前の個別に行われたアンケートは。 

 

事務局：障害者基本計画を作るための調査ですから。 

 

神委員：こちらの後の団体のものは、取りまとめの結果が出ているんですけれど、個別の

アンケート行った一番の対象の人達の結果というか簡単な概要というかがどうなったのか

なと。 

 

事務局：それは基本計画に反映されていることなので、反映するためにやっています。そ

れで概要版を別冊でお配りしていますけど、そこにもそういうアンケートを取って、こう

いう事業・制度が必要、だとかそういったところは当然意見として出ているので、それを

今後やっていくかどうかだとか、踏み込めるものもあればなかなか厳しいものもあります。

ちょっとそこの分析までは手続きなので私も仕切れない部分があります。申し訳ありませ

んが。具体的に、例えば身体障害者だとか知的障害者、精神障害者、それぞれの障害に応

じてアンケート設問を設けているわけで、例えば身体障害者ですと、基本的な属性から始

まって、日常生活における介助の状況、日中の過ごし方、通園・通学の状況、就労につい

て、外出・社会参加の状況、サービスや人権侵害等の状況、生活で困っていること、福祉

に関する情報入手について、今後希望する暮らし方、災害時の対応、障害者施策をする上

で充実を図ること、というものがアンケートの設問として挙がっています。 

 

神委員：全体的にそういうふうな生活全般を聴かれているということですね。障害に合わ

せて。団体の結果みたいな感じでこういう風にまとめているものはないんですね。担当の



部署がこの実施の結果をとか。個別の障害についてはすごい分かりやすく出ているので。 

 

事務局：アンケート調査は、計画のところの最初にそういうのがこうでしたよと、載って

いたりします。 

 

神委員：じゃあその計画ができ上がったところのものに反映されている、というのが整理

されて出ているということですね。 

 

石川委員長：障害者計画ともう一つセットのやつがありましたよね。 

 

事務局：昨年度とかにやったやつですかね。 

 

石川委員長：量と年度を決める具体的な数値目標を決めていくパターンですよね。これと

リンクしているはずなんですが。別々にやったんですかね。 

 

事務局：最近２年くらい前ですかね、作って多分こちらでもご審議いただいたものに入っ

ていたんですかね。すいません、私もちょっとそこまでは不勉強で。 

 

奥田委員：９５ページなんですけれど、実施開催期日が２７年５月１９日、次が翌年の２

月２２日と半年以上も間が空いているんですけれど、これはなんか訳ありなんですか。 

 

事務局：最初に議論してから、いろいろ障害者の方だと自立支援協議会だとか関係団体と

のやり取りも一定期間あったのと、実は保健福祉審議会は福祉部門全般を審議する審議会

なんですよ。いろいろ案件がある中で審議会もある程度年間でこの時期に開催しようとい

うことで結構決定しているんです。なので恐らく途中でも審議会は開いているんですけれ

ど、いろいろそういう関係者団体と意見を整えていく中で、最終的にまとまるのがこれく

らいだなということで間が空いたのかな、という風に思うんですけれど。 

 

奥田委員：もう少し間で開催している、ということではないんですか。 

 

事務局：他の案件を審議するのには開催していたりするとは思います。この案件について

はこの期日、ということです。 

 

奥田委員：行政的には随分間が空いちゃったような感じもしますけれど。 

 

石川委員長：他にはどうでしょうか。よろしいでしょうか。 



委員一同：はい 

 

石川委員長：それでは適切であるといたします。では、次をお願いします。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ６、１３２ページまで） 

「住生活基本計画の策定」に係る資料参照 

 

石川委員長：はい、ありがとうございます。それでは６番目の案件、住生活基本計画につ

いて何かご質問ご意見等がありましたらお願いをいたします。 

 

安井委員：１１５ページに書いてある「住まいに関するアンケート調査」、ここの公式があ

りますね。それでこの公式に基づいて今回 2,100 名に対して配布したうちの、最低３８４

票、これだけ取れば信頼性があるよということなんですが、これはすべてに通じることで

はなく、たまたま住生活基本計画のアンケートだけに対する意味合いなんですかね。ちょ

っとこういう根拠が具体的に出てると「あれっ」と。このアンケートはどうなのかという

思いがします。先程課長が言われた３０何％、標準で、それでいくととりあえずはこれで

もってクリアされるかなとは思うんですけれど。今回のアンケート調査に限って、どうし

てこういう公式を打ち出してきたのかクエスチョンなんですけど。 

 

事務局：数字の信頼性については一定の基準はありますが、これはいろいろそのコンサル

によって違いますね。 

 

安井委員：個々に違いがあっていいんですね。 

 

事務局：調査概要は通常、上の部分だけなのが多いんですけど、これは私も本計画策定の

委員会に課長代理で出たんですけど、かなり他の委員から厳しい意見が出て、そういった

こともあってここまで有効性がどうなのか、というのを載せたのではないかと思います。 

 

安井委員：何か詰め寄られた部分でフォローしたんじゃないか、ということですか。はい、

わかりました。 

 

事務局 岩林課長：あとは最低このくらいの票数があれば信頼できますよ、ということを

示すためではないかと。 

 

安田委員：それから１２２ページなんですけども、この基本計画の中で提出期間が１２月

９日～翌年の１月８日、３１日間。これ正に年末年始ですよね。年末年始で当然この意見



提出の求め方というのはどうなんだろうかと。これはかなり追い込まれた部分の問題であ

ったのか、ちょっとこれまずいんじゃないのと。日程的にどうなんだろうか。 

 

事務局：ちょっと難しい質問ですね。結局年末年始でなかなか忙しい時期なんで、こうい

うものを見ている暇もないだろうと、そういう意味で仰ってますかね。 

 

石川委員長：客観的な日程から言っていたわけですかね。 

 

安井委員：例えば１２月中に前倒しでやっちゃうとか、年を明けて新たにやろうかとか。

むしろそういうような、今後のやり方としてどうかという。 

 

事務局：何とも言えないですね。要はそういう休みがある時だから、ちょっとゆっくり見

られたりというのは中にはいらっしゃったり。役所の本来休みの時があるわけじゃないで

すか。そこでいろいろやり取りや質問なんかも受けられないような状況の時にやるのがど

うなのか、というのも一方で議論としてあると思うんですよ。だから、そういう長期休養

になるような年末年始を避けてやった方が良いんだというのも確かにありですよね。でも

これはこういう風にやった方が良いですよ、と事務局でも言い切れない。私もマニュアル

に書く必要があるかも含めて発言はしているんですけど、そこまではちょっと厳しいのか

なとは思うんですよね。やっぱり皆さんから出された意見ていうのは当然私ども推進本部、

内部の方で話し合って、当然見直すべきものについてはマニュアルに落としていくんです

よ。だから絶えず私の場合はマニュアルに落とせるかどうかというところまで考えた上で、

発言をさせていただいているんで、そこまでやるのができるのかなとは感じます、正直に

言うと。 

 

神委員：私も同じ質問なんですけど、他のも長期休みを挟んでいるものがあったり、私も

気になっていたんですけれども、一番最初のものとか計画案とかそういうものを立てると

どうしても意見提出とかパブリックコメントとかを求めるのはそのあたりが一番工程上は

いいですかね、市役所として、仕事の流れとして。 

 

事務局：一概には言えないです。計画をきっちり立てて、いくらでも前にしたり後ろにし

たりすることはできるとは思うんです。ただやっぱり年度内に計画を策定するとなると、

議会への報告なんかも考えるとやっぱりこの年末年始くらいが結構計画の最終段階に持っ

ていく頻度というのが高いんじゃないかなと思うんですよね。そんな中で本当は年明けて

からやれれば良いんだけど、とにかくできるだけ早く結論を出したいんで、年末年始挟ん

じゃうけど手前でやろうかなとか、そういうのもあるのかもしれないですね。すいません、

そこまでは担当と話していないんで。恐らくそういうものもあるんだろうなということで



発言をさせていただきます。 

 

神委員：あんまり強く言えないのはどれも全部がゼロ件だから、とかじゃないですね。ち

ゃんと頑張って市役所の方が動いて一生懸命日程を揃えたにも関わらず、意見ゼロが続く

というのは、申し訳ないんであんまり言えないですけども。 

 

事務局：一つはさっき私申し上げた通り、例えば意見を出したいという方が問い合わせで

きない市役所の休みの期間があるじゃないですか。それはどうなのかな、というのはすご

く今感じました。 

 

神委員：前の二つの案件、１２月１４日～１月１２日とか、１２月２１日～１月２０日と

かの場合、年末年始の一週間問い合わせができない期間が挟んであるんですけど、市役所

の方も配慮して、市役所が動いていない時は質問については受けられません、というのは

市役所内には書いてある。負担とかそういうのを考えた場合どうなんだろうと。別に公式

じゃなくてもいいので、職員の人の忌憚ない意見を聴きたいというか、運用上で負担にな

ってしまっているのかどうかとか。別に故意に長期休みにあわせているわけじゃないとは

思うんです。できればお互い、市民にとっても職員にとってもいい状態の方が良いと思う

ので、時期の問題とか出し方とか、市の職員の忌憚ない意見があれば、どの課の方でもい

いので。多分課によっても違うと思うんですよね。 

 

事務局：多分本当はできるだけ早くやりたい、というのが多分職員みんな思っていると思

うんですよ。ただそういう年末より前にやって、いろいろと内部調整や外部との調整をす

るなかで時期がずれ込んで、ここでやっとかないと年明けてからだと取りまとめて、市長

等にも意見を報告して、議会に説明するのは厳しいのかな、ということはあるとなんとな

く感じます。 

 

増田委員：期間は一か月なんですか。 

 

事務局：３０日以上ということで条例でも決まっています。 

 

増田委員：市役所の判断で延ばすことができるじゃないですか。 

 

事務局：延ばすことはできますけど、やはりできるだけ早く処理をしていきたいというと

ころでは厳密に３０日を遵守すればいいよねというところは共通認識ではあります。 

 

増田委員：年末年始を跨ぐ時は、休みの分をずらして４０日ということも可能といえば可



能ですか。 

 

事務局：可能は可能ですね。 

 

石川委員長：確かに年末年始は結構長い時期あるんですよね。ただ、休みの時に市役所の

計画を見て意見を出そうかという人がいるかと言うと……。３０日間せっかくとってあっ

て、その３分の１くらいやり取りができない時間があるというのは、考え方によってはま

ずいかもしれないですよね。 

 

増田委員：市役所が初めから通達すれば延ばせることができるじゃないですか。そういう

方法を採るのも一つなのかなというかたちで考えていたのですが。 

 

石川委員長：ただ、いずれにしても全体的な考え方を整理する上では、できるだけ長期の

休みに掛からないように、質問があっても応えられるようにという配慮が必要かなと思う

んです。文書で書く必要は今回ないと思うのですが、何かの機会に検討していただければ

なと。 

 

事務局：実は今回、パブリックコメントの意見提出手続の様式、どういう風に市の考え方

を公表するかというフォーマットが今までなかったので、そういうフォームを作って副市

長まで決裁を受けました。そういう長期の休みに入る場合についてはできるだけ前倒しで、

長期休みを含まない形で３０日確保してくださいとか、そういう意見も委員会から出まし

たよというのを少し追記で書いておこうかなとは思います。 

 

石川委員長：はい、じゃあそういったことをとりあえず今回は口頭で各方面伝えていただ

くということで。手続としては適切であるということでよろしいですか。 

 

委員一同：はい。 

 

石川委員長：では次、お願いします。 

 

事務局 以上で議題１、２７年度の市民参加手続の実施状況の評価６件、終了したので議

題の２に入ることでよろしいでしょうか。 

 

石川委員長：そうですね。２番目ですね。「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」お願いします。 

 



事務局：こちらの議題にはかなり多くて２１件ございます。条例の第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の評価です。例えば軽易な変更だとか、

法の基準に基づいて行うものだから市民参加手続を行わなかっただとか、そういうような

理由が６条２項に列挙されています。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ７、１３６ページまで） 

「行政不服審査法施行条例の制定」に係る資料参照 

 

石川委員長：では、行政不服審査法施行条例、いかかでしょうか。 

 

委員一同：いいですね。特にありません。 

 

石川委員長：では、適切であるという事でお願いします。では次、お願いします。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ８、１４０ページまで） 

「情報公開条例の一部を改正する条例の制定」に係る資料参照 

 

石川委員長：この情報公開条例の一部改正の件についてはいかがでしょうか……よろしい

ですか。では、適正であるということでお願いします。では次、お願いします。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ９、１４４ページまで） 

「個人情報保護条例の一部改正」に係る資料参照 

 

石川委員長：この件についてはいかがでしょうか……よろしいですか。 

 

委員一同：はい。 

 

石川委員長：では、適切であるということにさせていただきます。では、次の案件をお願

いします。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ１０、１４８ページまで） 

「情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正」に係る資料参照 

 

石川委員長：ありがとうございます。この件についてはいかがでしょうか……よろしいで

すか。 

 



委員一同：はい。 

 

石川委員長：では、適切であるということのさせていただきます。次に、税条例ですね。

税条例に関しては資料ＮＯ．１１、１２、１３ですね。関連がありますので、一括でお願

いします。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ１１から１３まで、１６０ページまで） 

「市税条例の一部改正」「市税条例等の一部改正」「都市計画税条例の一部改正」に係

る資料参照 

 

石川委員長：税関係の案件、市税条例の一部改正、市税条例等の一部改正、都市計画税条

例の一部改正、３件一括して説明していただきました。一括でご意見の方いただきたいと

思います……特にありませんか、よろしいでしょうか。 

 

委員一同：。はい。 

 

石川委員長：では、適切であるということにさせていただきます。次、１４番目ですね。

お願いします。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ１４、１６３ページまで） 

「固定資産評価審査委員会条例の一部改正」に係る資料参照 

 

石川委員長：それでは、固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてご意見、ご質問

等ありましたらお願いします……よろしいですかね。 

 

委員一同：はい。 

 

石川委員長：では、適切であるということにさせていただきます。次の案件ですね。１５

番目ですか。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ１５、１６６ページまで） 

「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

改正」に係る資料参照 

 

石川委員長：それでは案件の１５についてご質問、ご意見ありましたらお願いします。 

 



委員一同：ありません。 

 

事務局：はい。それでは、適切であるということにさせていただきます。資料ＮＯ１６、

１７、１８で介護保険条例の一部改正でございますので、一括してお願いしたいと思いま

す。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ１６から１８、１７５ページまで） 

「介護保険条例の一部改正」に係る資料参照 

 

石川委員長：はい。介護保険条例関係の３点、一括して説明していただきました。ご質問、

ご意見等ありましたら、お願いいたします……よろしいですか。 

 

委員一同：はい。 

 

石川委員長：では、適切であるということにさせていただきます。次、１９番ですね。お

願いします。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ１９、１７８ページまで） 

「こどもルーム条例の一部改正」に係る資料参照 

 

石川委員長：はい。それでは、こどもルーム条例の一部改正につきまして、ご質問、ご意

見等ありましたら、お願いします。はい、どうぞ。 

 

奥田委員：概要で、こどもルームがワンルーム増となるということで、そうするとこうい

ったちょっとした増築でも、条例改正といった話になってくるわけですか。 

 

安田委員：これ、スペースは同じじゃないですかね。スペース同じでそれを半分に割って、

部屋数を増やしたということにするという。前回の時にそういう話がありました。 

 

事務局：条例に、こどもルームの名称とかが入っていて、二つに分けるので、それぞれの

名前を設けたりします。そういったこともあって改正が生じます。あと規則の方で、ルー

ムごとの平米数とか、そういった事項も確か入っていたと思います。 

 

増田委員：これは前回、やりましたか。 

 

安井委員：やりましたね。 



増田委員：人員基準や設備とか、平米数も問題ないという形でしたね。 

 

奥田委員：こういうのはしょっちゅうあるような気がしますよね。ちょっとだけ増設する

とか。そういった度に条例改正みたいな形になるんですか。 

 

石川委員長：公の施設は、条例設置が原則ですから、簡単な施設でも市がそれを造るとい

うことになると、条例を制定しなければならないという決まりがありまして。 

 

奥田委員：大変ですね、これ。民間だとね、ちょっとお金があればすぐ建てられるのに。 

 

神委員：公費使ってますから。 

 

石川委員長：よろしいでしょうか。 

 

委員一同：はい。 

 

石川委員長：では適切であるということにさせていただきます。次ですね。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ２０、１８２ページまで） 

「国民健康保険税条例の一部改正」に係る資料参照 

 

石川委員長：はい。国民健康保険税条例の一部改正についてです。何かご質問、ご意見あ

りましたらお願いいたします……よろしいでしょうか。 

 

委員一同：はい。 

 

石川委員長：では、適切であるということにさせていただきます。では、続けてお願いし

ます。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ２１、１８５ページまで） 

「手数料条例の一部改正」に係る資料参照 

 

石川委員長：はい、では手数料条例の一部改正について何かご質問、ご意見いただけまし

たらお願いをいたします。名称の変更だけですね。 

 

委員一同：はい。 



石川委員長：よろしいですね。では、これは適切であるということにさせていただきます。

では次、お願いします。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ２２、１８９ページまで） 

「都市計画地区計画（池花地区・めいわ地区）の変更」に係る資料参照 

 

石川委員長：はい、都市計画地区計画の変更ですが、いかがでしょうか。 

 

奥田委員：これ、Ａとなっている実施段階ですけれど、これは初期ということなのですか。 

 

事務局：はい。変更だとか、条例でいうと改正は、「見直しのＡ」ということで表記させて

いただいています。最初に作った時はＰで、変更というところでは、いろいろ動かした上

でこうなる、ということでＡということにしています。 

 

石川委員長：はい。他にはいかがでしょうか……よろしいですか。では、この件に関して

も適切であるということにさせていただきます。次は、都市公園条例の一部改正ですね。

お願いします。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ２３、１９２ページまで） 

「都市公園条例の一部改正」に係る資料参照 

 

事務局：またこの案件については、皆さまも当時、委員長と多分、神委員がお休みだった

と思うんですが。椎名委員からのご意見で、ちょっと問題になった案件で、要は本当であ

れば無料開放だから料金を云々という話ではないんじゃないかという。活用形態、そうい

ったものを変えるものだからという話をいただいて、その中で十分な安全性を確保するの

と市民への周知をというご意見を戴いた案件でございます。それでこの前、議会の一般質

問でもこの無料開放について少し質問が出まして、その辺を読ませていただくと、実際に

４月から運用開始していて、４月については毎週木曜日が実は雨だったので、無料開放が

できなかった。５月の無料開放については、５月１２日と２６日にサッカーの無料開放を

行って、５月１２日の参加人数は小学生１７名でした。５月２６日の参加はありませんで

した。というところで、結構雨で使えないというところもあったり、グラウンドゴルフの

大会であったり、消防の操法大会というのが行われまして、６月も雨だったりそういう大

会だとかで使用がされなかったのですけど、監視員を配置して安全性は確保されていて、

一応使用している時には問題はないと伺ってはいます。やはり、この前１１月に審議した

ように、この辺りは市民参加手続をやるべきではなかったんじゃないか、というところは、

当然副市長、市長には私も話をして報告はさせてはいただいておりますので、今後こうい



う見直しをする際には注意をしていければと思っております。以上です。 

 

石川委員長：はい、いかがでしょうか。 

 

安井委員：夜間も同じ条件なのですか。 

 

事務局：毎週木曜日の午後２時から４時と決まっています。 

 

安井委員：時間帯が決まっているんですか。なるほど、分かりました。 

 

事務局：一応、ホームページにも掲載してあるのと、４月１５日号の市政だよりに大きく

はありませんが、掲載はさせていただきました。 

 

石川委員長：では、そういう含みも含めて、よろしいでしょうか。はい。ありがとうござ

います。では、そのようにさせていただきます。次ですね、手数料条例の一部改正ですね。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ２４、１９６ページまで） 

「手数料条例の一部改正」に係る資料参照 

 

石川委員長：はい。本件についてはいかがでしょうか。 

 

委員一同：いいです。 

 

石川委員長：よろしいですね。それでは、適切であるということにさせていただきます。

では、次の件ですね。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ２５、２０１ページまで） 

「地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正」に係る資料参

照 

 

石川委員長：はい。それでは、ご意見ご質問ありましたらお願いします。 

 

増田委員：これは、大幅な都市計画の変更というわけではないですよね。 

 

事務局：そうですね。先程、地区計画の方でちょっとお話しした内容を、条例できちんと

整備して手続を行うというところで、整備したものを条例化しただけではあります。 



増田委員：では、大幅な変更ではなくてあくまでも景観は今までを維持しつつ、という形

でいくものですか。 

 

事務局：原則はそういう形です。 

 

神委員：都市計画審議会で一応、その制限の内容が適正かどうかの審議がされているとい

うことですよね。 

 

石川委員長：そうですよね。だから結局、市がそれをだめだと言っても、既に別の法律で

所定の手続きが行われていて、いいとか悪いとかなかなか言いづらいような案件なんです

よね。 

 

増田委員：今まで建っていたものが、急に都市計画とか地区計画が変わったことによって、

町並みや景観が変わっていくというのが、ちょっとあるので。大幅な変更であればと思っ

たんですけど、軽微な変更であれば問題ないのかなと思いまして。その辺、ちょっとだけ

確認を。以上ですね。 

 

奥田事務局：ここでうたっているのは、池花地区とめいわ地区という限定されたものと言

ったらよかったですか。 

 

事務局：はい。 

 

石川委員長：はい。では、よろしいでしょうか。 

 

委員一同：はい。 

 

石川委員長：はい、ありがとうございます。では、適切であるということにさせていただ

きます。次ですね。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ２６、２０７ページまで） 

「火災予防条例の一部改正」に係る資料参照 

 

石川委員長：はい、それでは火災予防条例の一部改正についてご質問、ご意見等ありまし

たらお願いいたします……よろしいですか。では、適切であるということにさせていただ

きます。では、２番目の議題としては最後になります。 

 



○事務局よりの説明（資料ＮＯ２７、２１０ページまで） 

「患者等搬送事業者の認定に関する要綱の制定」に係る資料参照 

 

事務局：先程、都市公園条例の関係と同様に、同じ日に審議をいただいたものなんですけ

ど、その際に出された意見としては、本来これは事業者の方に義務を課したりするものな

ので、法形式としては最低でも規則、本来は条例であるべきだという意見は、委員会から

頂戴いたしました。これについては市民参加の推進本部、庁内でもそのような話はさせて

いただいております。また、やっぱり技術的助言というところで、それに従ってこの要綱

の色々な基準を定めているので、本来は自治体の方が裁量がある中で、国の指導・助言に

縛られない中で、規定を整備する事ができるというところでは、なかなか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いるから、というところを当てはめて、市民参

加手続の対象としないというのは理由としてはふさわしくない、ということで委員会から

戴きました。そういったことも、庁内では推進本部の中では話をさせていただいています。

その中で委員長とも少しお話をさせていただいて、本来であれば権利義務を定める条例で

やるべきものであって、そうなると最低でも審議会だとか市民会議。意見提出手続（パブ

リックコメント）はやらないといけない、というようなことになるわけですが、なかなか

消防の方も実体としては、四街道市独自にそういういろいろな火災の関係の基準を定めた

実情はなくて、審議会を設置するまでは今のところ考えられないというような、消防の方

から考えをいただいていまして、それで苦肉の策というところで、委員長としても止むを

得ないなというところで、相談をさせていただいてご理解をいただいたところです。最低

でも、こういう見直しをするのであれば、まず法形式の問題はよく考えていただくのと、

あと意見提出手続、パブリックコメントだけは、きちんとやるようにお願いをしたい、と

いうところでお話戴いておりまして、それについても市民参加推進本部の方で話をさせて

いただいて、本部長が副市長ですので消防長の方にも、やっぱり今後もやっていかないと

いけない、パブリックコメントは最低限、というところは話はさせていただいているとこ

ろです。以上です。 

 

石川委員長：はい。という背景がありまして、本来であれば条例できちんと決めて、市民

の権利義務というものを明らかにするべき性格であろうということなのですが、今のとこ

ろ要綱ということで、要綱というのは、外を縛らないんですね。つまり、内部の職員が仕

事をする上での決まりという形になっているものですから。なかなか現行のまま、様々な

手続きを全部やらないとだめだというわけにも、今のところいかないのかなという配慮も

あったものですから、次回に期待してこのような結論になっているというのが実態です。

詳しい理由を書いてしまうと、これは問題になってしまうんですよね。技術的助言に基づ

いて作るので。だからもう基準に基づいて行う問題にはならないとなるんですよね。技術

的助言というのはあくまでも助言なので、守らなければならない、というものではないん



ですよね。ただ、もっと言えばよその自治体も同じような基準でやっているんですよね。

そうなると四街道市だけが特別違った規定を設けるとかになるわけですね、大体重なって

認定を受けているんでしたか。 

 

事務局：認定は市独自です。 

 

石川委員長：もちろん、認定は市の独自なんですけども、二つ、三つから認定を受けてい

るという例はあるのではないですか。 

 

事務局：その辺を確認したら、あまりないようです。 

 

安井委員：それは、市を跨ぐという意味ですか。 

 

事務局：そうですね。ちょっと確認したら、本来そういう認定をいろいろな自治体から受

けていれば、よりその基準がバラバラだと厳しいですから、他の自治体でも受けているん

ですかね、と確認したら受けていないということで担当からはうかがっています。本来そ

ういう狭いエリアだけではなくて、いろいろなところでやった方が利益も出てくるし、実

態を確認したいため質問をしたのですけど。なお、今のところ四街道で認定を受けている

のが、まだ１件です。ホームページにも掲載はしてあります。 

 

石川委員長：あえて言うと、その詳しい理由のところをですね、規定に基づく「技術的助

言により」というところをできれば削除してもらいたいのですよね。せめて。「規定に基づ

き本要綱を定める」という風に書いていただければ、まだ救いはあるのですけどね。こう

いう風にしたらどうかと言われたから、その通りやるというのは。 

 

神委員：これは認定を受けないと事業はできないのですか。 

 

事務局：そうですね。認定を受けるにあたっても、研修を受けたりだとか講習を受けたり

だとか、そういったものは義務化されていますので。 

 

神委員：では、この要綱に縛られる可能性があるということですか。 

 

事務局：本来は縛れないんですけど。やはり、言うことを聴かないと、認定を下ろしてく

れない、という風に事業者はなってしまいますかね。 

神委員：でも一応、形式的には市は、アドバイスですよという風に留めているんですかね。 

 



石川委員長：いえいえ、認定するのですから、行政処分ですよ。認定は行政処分なので、

行政処分しているのを要綱に基づいてやっているんです。 

 

神委員：法律ではないんですか、消防法では。３７条にしているのではないんですか。 

 

石川委員長：法律に市町村が認定すると書いてあるのならいいのですけど、そうではない

んですよね。ですから、要綱に基づいて業者の認定をする、行政処分するというのは内部

の規定はあるけれども、市民の権利性についてはなんら保証していないということになっ

てしまうんですよ。 

 

神委員：ただ今後、困ると思うのですよね。もし何かその認定されなかった業者が、訴訟

を起こした場合、市は不利になりますし、市としてもそのような事態は避けたいことだと

思うので。市としても今後そういう可能性があるということは認識頂ければと思います。 

 

事務局：でもそれは大事な点で、例規審査会といって内部で、この要綱は法と照らし合わ

せて適正かと見る委員会が当然あるわけで。そこの場でも、ある委員の方がちょっとこれ

まずいのではのと。実際今、委員会として懸念されているようなことを発言されておりま

す。 

 

石川委員長：長の権限にしてあるなら規則でもいいですよ。条例にしなくても。最低、規

則ですね。できれば条例で制定するというのが望ましいと思うんですけどね。 

 

神委員：指導だけだったら問題がないのですけどね。認定となってしまうとですね。 

 

安井委員：許可になりますね。 

 

神委員：そうですね。権利を付与することになるので。これは少しまずいですね。 

 

石川委員長：少なくともこれは前例にはできない、ということだけは、ここで明らかにし

ておかないと。書き方はそうなのですけどね。前例にはできません。現行では止むに止ま

れぬ措置ということで。 

 

神委員：例規審査会では、どういうところでそれを仰ったのですか。まずいという風に。 

 

事務局：例規審査会で、ある委員が発言された内容は、委員長が仰られたように、長の権

限であれば、最低でも規則であればいいけれど、ちょっと要綱はこれまずいよねと。事業



所を縛るわけだからと。 

 

神委員：実際上は、認定は誰の名前で出しているのですか。 

 

事務局：認定の名前は、ちょっとすいません。規定を見ておきます。 

 

神委員：すいません。ただ、それも少し関係してくると思うので。今後のために、早めに

対処された方が私はいいと思います。 

 

事務局：そうですね。 

 

神委員：これは多分、一事業者だからそんなに問題になっていないと思うのですけど、今

後はそのようなわけにはいかなくなると思うので。かなり移住されている方も多いと聴い

ているので。 

 

石川委員長：誰の名前で処分するのか、その原形がどこにあるか。見ておかないといけな

いですね。 

 

神委員：消防の職員をはじめ市の職員が法令について研修を受ける機会はあるのでしょう

か。 

 

事務局：本来やはり、文書法務が、要綱をきちんと今回見たところが、これ今、要綱はま

ずいよねというところで、やはり言っていただくのがベストですよね、本来。ここで皆さ

んが凄く心配していただいてこのような議論になっているのですけど、ここで本来やるも

のではないのですよね。文書法務の方にも、もし今後このようなことが生じるならば、こ

のような意見が出ていますよというのはお伝えする必要性があるのかもしれませんが。 

  

石川委員長：あえて言うならば市長が、管理者は市長になるのですよね。市長が、内部的

に決めた要綱に関して、参加手続ということをあえて論議する必要はないのではないかと

いう体の話で。内容からいけば大変なことなんですよ。大変です。ですから、笑い事にな

らないように、早めの対応を。適切であるという言い方ではなく該当しないというのが正

確な言い方なわけです。本当は、本委員会の審議対象外としていただきたいと思っていま

す。これはよそに出るのでしたよね。 

 

事務局：そうですね。 

 



石川委員長：だったらせめて、この技術的助言、消しておいてもらわないと。おいおい、

技術的助言でやることがかえって基準が定められているのはどうなのかい、と言われてし

まうので。 

 

事務局 それは、削らせてもらう方向性で検討いたします。 

 

神委員：消防は、その表現を使いたいというのは分かるのですけども。それが時代遅れと

いうことを、もっと気付いていただかないと。 

 

事務局：ただ、本委員会の審議が通るのであれば、技術的助言という表記は削除しても良

いという考えに至ってしまうのではないでしょうか。 

 

石川委員長：コメントも難しいですよね。適切であるということになると全部を認めてい

るんだろう、という話になるし。適切ではないというと、ではどうなるのかと。適切では

ないと言ったところで、もう過ぎているわけですよね。そうなると、仕方がないのだけれ

ど、ちゃんと見直してね、みたいな言い方になるんですかね。 

 

事務局：法形式の問題については、今後生じる他のこのような案件を含めて市に考えても

らいたいという表現ではまずいのでしょうか。 

 

石川委員長：さっきのやつは全体的に、意見を聴くときも答えるときも、ちゃんと配慮し

てあげてくださいよ、ということなので、それはそれでいいと思うのですけど。この案件

は、少し性格が違うので……。 

 

神委員：そうなんですよね、これ、ちょっと見逃せないところが。適切とは言えない。こ

こは市民参加手続を判断するわけで、その区分ではないと。 

 

石川委員長：市民参加手続の論議ではなくて、そもそも認定にあたっての法形式の議論で

やってほしかった。 

 

藤原委員：そうすると、市民参加手続がどうのこうのというのではなくて、それ以前の問

題。 

 

事務局：本来、条例で制定すべきものを、手続きを踏んでないという話になってしまうん

ですよね。はっきりしてしまうと不適切というような話になってしまうのですけど、でき

れば今後、これを早期に見直していく検討を、とか先程仰ったような文言を。 



石川委員長：手続が行われていないことを確認した、でどうでしょう。 

 

藤原委員：なるほど。 

 

石川委員長：いいとも、悪いとも言わない。今後、検討してほしいと。このような表現で

はまずいでしょうか。市民参加手続が行われていないことを確認した。 

 

事務局：担当としてはよいかもしれませんが……諮問者としての市長としてはいかがでし

ょうか。 

 

神委員：でも、それだけ大変な案件というようなことで、自覚していただいた方が。 

 

石川委員長：では取りあえず、確定する前に、委員会の方ではどうも適切だとは言えない

という雰囲気があると。 

 

事務局：あくまで心配をして、というところで、説明をさせてもらいます。 

 

石川委員長：もし、また別の表現の仕方があるのであれば、もう一度アナウンスするとい

うことで。それでいいですか。 

 

委員一同：はい。 

 

石川委員長：では、今話したように、市民参加手続が行われていないということを確認し

た、と。それ以前の問題がたくさんあるということで、取りあえずこの場は置いておいて、

どう表現するかについては事務局の方で、しかるべき方と相談して、こちらに返事をもら

うと。で、それを受けてまた考えて、皆さんに投げると。 

 

事務局：またちょっと委員長とやり取りさせていただければと思います。 

 

石川委員長：はい。今日のところはそんなことにしておきまして、決断の方についてはま

た、後程させていただきます。これで、２番目の議題は終了ですね。３番目の議題ですね。

お願いします。 

 

事務局：続いて、平成２８年度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８件ございます。 

 



○事務局よりの説明（資料ＮＯ２８、２１１ページ） 

「個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定」に係る資料参照 

 

石川委員長：個人情報保護条例の一部改正。いかがでしょうか……よろしいですね。では、

適切であると。では次お願いします。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ２９、２１２ページ） 

「マイナンバー独自条例の一部改正」に係る資料参照 

 

事務局：それで今、こちらマイナンバーの方は行革推進課というところで所掌しているの

ですけど、１２月に条例を見直す関係各課の状況調査をしているところです。それで５つ

くらい案件が上がっておりまして、ほとんどの中身が補助金だとかそういう類のものなの

で、こちらの方については適用除外でいいのではないかというところで話をさせていただ

いています。 

 

石川委員長：ということですが、いかがでしょうか……いいですか。では、適切であると

いうことにさせていただきます。次、お願いします。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ３０、２１３ページ） 

「生産緑地地区の変更」に係る資料参照 

 

石川委員長：いかがでしょうか。生産緑地地区の変更、内容変更というのはどんなことで

すかね。換地したから生産緑地の場所が変わる、ということですか。 

 

事務局：すいません。ちょっとこの辺、詳細な資料を手元に持っていませんね。 

 

石川委員長：場所が変わったとしても、それが良いとか悪いとかというのは別にないよう

な気がしますが。 

 

藤原委員：山林だったところを農地に変えるとか、そういうことではないですか。 

 

石川委員長：そうではない。生産緑地そのものの位置が変わる、とかですね。そういうこ

となら分かるんですけど。 

安井委員：区画整理の代替え地、という意味じゃないんですか。 

 

石川委員長：生産緑地は、営業している人達には、相当の年限数を縛られるわけですから。



そこで農業生産をやるから、前の通り農業をやって作ってくれ、という。生産緑地の場所

とか、あるいは換地処分によって価値が変わるので面積が変わるとか、そういうことなら

わかります。 

 

神委員：換地処分は、その指定が外れるとかではないんですか。当該区域内でとなってい

ますから。 

 

石川委員長：そうではないですね。 

 

奥田委員：それじゃないんですか。地区の中にそういう生産緑地があって、それが区画整

理をするために、そこは農地としては外しますよと。通常ですと課税される土地に変わる

わけでしょ。 

 

事務局：これは内容を確認して皆さんが、「ああこのことだよね」とわかるように、改めさ

せていただくということでいいですかね。 

 

石川委員長：要するに換地ですから、今までここにあったものが、道路が通ったりして、

こっちのほうにまた同じ価値のあるものに変わるんですよということであれば理解できま

すよね。それをちょっと確認していただけますか。 

 

事務局：はい。では、手続としては適切ということでよろしいでしょうか。 

 

神委員：内容については都市計画審議会が審議する内容ですからね。 

 

石川委員長：はい。では手続きについては適切であるといたします。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ３１、２１４ページ） 

「都市計画地区計画の変更（６地区）」に係る資料参照 

 

石川委員長：地区計画の変更、いかがでしょうか……手続的には、前の案件と一緒になっ

てしまうんですものね。 

 

増田委員：それがいいかどうか難しいんですけど。風営法は変わりましたからね。 

石川委員長：今度、営業ができるようになるんですか。 

 

増田委員：そうですね。２４時間できるので。 



奥田委員：これは風営法の規制ですよね。 

 

増田委員：これ逆に、揉まなくていいのですかね。市民の意見とか。それは条例で定めて

たら仕方がないですかね。 

 

神委員：都市計画審議会がその役割を果たすんです。法律の中で市民委員は絶対入れなけ

ればいけないというのと、あと審議会の中には警察とか、細かく審議会の委員を決められ

ていて、あともう一つ言うと、審議会が意見聴取もしないといけないのですよね。それを

こちらが審査することができるのかどうかというと、その辺は私もよくわからないのです

けど。ただ都市計画法がそれだけ結構厳しいものを強いているということで、それに当た

らないということにしている、でいいんですかね。一応、現地の関係する市民の意見を聴

取しなければいけないとか、実際、委員もその現場に行って見なければいけないとか、い

ろんなことが決められていたりとかはするのですけど。 

 

石川委員長：それが良いのかどうかは市民の意見があっても、広く聞かなければいけない

のではないか、なんてことになると、またそれはちょっと違ってくるのでしょうね。ただ、

考えられていることからいけば、それ程目くじらを立てることもないかな、という気がす

るのですけど。 

 

神委員：この委員会がどこまでを範疇に置くのかですよね。だから、必ずしも万能ではな

いと見て、意見とかをするのか。 

 

石川委員長：都市計画審議会で意見聴取が十分でないと、そこまで言えるかどうかという

問題があるんですね。そうすると確かめに行かなければいけない。なかなか難しいですね。 

 

奥田委員：これは、関係資料はなかったのですか。 

 

事務局：すみません。これは実施予定なのもので。これからのものです。 

 

石川委員長：はい、では次お願いします。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ３２、２１５ページ） 

「手数料条例の一部改正」に係る資料参照 

 

石川委員長：はい、よろしいですか。では次お願いします。 

 



○事務局よりの説明（資料ＮＯ３３、２１６ページ） 

「地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正」に係る資料参照 

 

石川委員長：では、質問、ご意見をお願いいたします。 

 

事務局：これは、資料ＮＯ３１の地区計画で決まったものを、また条例にするという流れ

で、先程適用除外で審議したものと同じかなと。 

 

神委員：同じもので、それを条例化するというだけの話ですか。 

 

事務局：そうですね。 

 

石川委員長：条例で規制ができてくる、ということですね。では適切であるということに

させていただきます。では次お願いします。 

 

○事務局よりの説明（資料ＮＯ３４、２１７ページ） 

「第三次子ども読書活動推進計画の策定」に係る資料参照） 

 

事務局：シートでは、意見提出手続が終わった３月に審議会に報告をするということで、

審議会が３月までになっているものを、市民参加推進本部の教育部長には、担当である指

導課の方と調整をしてくださいと話はつけています。あくまで推進本部でも、審議会等が

終わって最後に最終案をかけるのが意見提出手続なので、意見提出手続をやってまた審議

会を行うということがないようにということは、共通理解として持っています。ご審議の

程お願いいたします。 

 

石川委員長：はい。子ども読書活動推進計画の策定です。いかがでしょうか。 

 

奥田委員：子どもというのは、どこら辺までを指して子どもと言っているのですか。 

 

神委員：アンケートには小中高とありますね。ただ、保護者が小中なんですよね。ちょっ

と不思議だなと思いました。 

 

事務局：児童福祉法だと子ども・児童とは１８歳までですので、そういうのもあったんで

すかね。 

 

神委員：メインとして市がやれるのは、小学校・中学校に関わるところ。市立の高校はな



いですものね。だから多分、教育委員会がやるところということで小中なんだと思うので

すけど。ただ、公民館とか図書館とかも関わるとなると、先程仰った１８歳までと考えて

いるのかもしれないです。だから小中高にアンケートを取っているけど、保護者としては

小中だけでやっているのかもしれないです。 

 

事務局：間違えていないか確認します。 

 

石川委員長：その確認はしていただくということで、こういう手続をしますということで

すが、よろしいでしょうか。 

 

委員一同：はい。 

 

石川委員長：では、お願いします。適切であるということにさせていただきます。一応、

これで全部終了したわけですが、答申文につきましては、一度お任せいただきたいと思い

ます。先程の案件で動きがあれば、お知らせをするということにさせていただきますので、

よろしくお願いをいたします。 

 

委員一同：了解しました。 

 

石川委員長：ではその他について、事務局からお願いいたします。 

 

事務局：はい、続いて報告になりますが、資料ＮＯ３５、２１８ページですね。ご覧いた

だければと思います。市民参加条例の方に、市民提案手続というものがあって、年２回一

か月間毎設けて、市民から行政活動の広範囲のところで、こういう事業をやったらどうか

という提案ができる仕組みがあります。それを市民提案手続ということで言っています。 

 

○その他について事務局よりの報告（資料ＮＯ３５、２１８ページ） 

「平成２７年度 市民提案手続の実施状況」参照 

 

事務局：また、本日お配りしたこのＡ４の裏表ある資料なんですが、まず、左上に実施予

定取り下げと書いてあるものです。昨年度２回目の１１月ですかね、四街道市耐震改修促

進計画の改定ということで挙げているんですけど、こちらは地域防災計画だとか、かなり

下の方にぶら下がってくる実際どういうふうに施設を改修していくかという実施計画なの

で、本来６条１項１号の市の基本的な計画というところでは、該当しないでしょうと。そ

ういったところで、推進本部の方からも委員から意見が出まして、委員会の方には実施予

定で審議をいただいたんですけど、こちらについては取り下げをさせていただきたい、と



いうご報告が一点でございます。あと裏面なんですけど、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が、こちらは９月議会の方

で条例を上程するんですけど、今の時点で２回目が恐らく１０月ないし１１月位にこの推

進評価委員会を開くので、それまでに実施予定が出せないわけじゃないですか。それなの

で、事前に今日は６条１項６号ということで、行政手続条例に基づく審査基準なんかが入

っているもので、６条１項６号であれば意見提出手続だけが義務化になっていますので、

これはきちんと踏みますよというところで、事前のご報告とさせていただければと思いま

す。恐らく２回目に、これが正式に審議案件として出てくるという。ただ、事後になって

しまうということです。以上です。 

 

石川委員長：はい、何かご質問ありますか……よろしいでしょうか。 

 

委員一同：はい。 

 

石川委員長：それでは、本日の議事については終了しましたので、事務局へお返しいたし

ます。 

 

事務局 岩林課長：では、とても長い時間ありがとうございました。本日の市民参加推進

評価委員会を終了したいと思います。ありがとうございました。 

 

 

以上 


