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平成２８年度第３回 四街道市市民参加推進評価委員会 議事録 

 

日時：平成２９年３月９日(木曜日) 午後４時００分から午後５時３０分まで 

会場：市役所こども保育課２階会議室 

 

出席委員：６名（石川委員長、椎名委員、神委員、奥田委員、増田委員、安井委員） 

欠席委員：１名（藤原委員） 

 

 

○開会・あいさつ 

・事務局 岩林課長より 

・石川委員長より 

・発言者名の議事録明記承諾 

・傍聴人の確認（不在） 

 

議題 

１ 平成２８年度 市民参加手続の実施予定（追加）の評価 

 

石川委員長：それでは本日の議事に入ります。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局より資料の確認 

 

事務局：それでは、１件目の審査案件についてご説明をさせて頂きます。平成２８年度の

実施予定（追加）の評価については、２件でございます。まず、１ページの介護保険条例

の一部改正です。 

 

（【資料 No.１】  

「市民参加手続実施予定シート 四街道市介護保険条例の一部を改正する条例の制定」参

照） 

 

概要としては、消費税率の引き上げの延期に伴い、低所得者に対する介護保険料の軽減強

化が延期され、平成２９年度の保険料額を平成２８年度と同じ金額に定めるものです。条

例の施行時期は、２９年４月を予定しております。実施対象とする根拠は、６条１項３号

ですが、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事とし、適

用除外としております。ご審議の程をお願いいたします。 
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石川委員長：それでは、介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

何かご意見等ありましたら、お願いいたします。よろしいでしょうか。手続きとしては適

正であるという事でよろしいですね。では、そのようにさせて頂きます。次の案件をお願

いいたします。 

 

事務局：はい、続いて２ページの資料 No.２の、廃棄物処理施設整備事業処理方式の選定に

なります。 

 

（【資料 No.２】 

「市民参加手続実施予定シート 四街道市廃棄物処理施設整備事業処理方式の選定（平成

２７年度～平成２８年度）参照） 

 

概要としては、次期ごみ処理施設の中心となるエネルギー回収型廃棄物処理施設（ごみ焼

却施設）の機種（ごみ処理方式）を選定するものです。実施対象とする根拠は、６条１項

４号になります。市民参加手続の方法としては、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２９年２月１３日～現在３月１３日まで実

施しておりまして、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を、２８年２

月～２９年２月までの間、３回開催いたしました。 

こちらについて、参考資料をご覧ください。 

 

（【参考資料】 

「ごみ処理施設建設に係る基本構想及び施設整備基本計画の市民参加手続について」参照） 

 

ごみ処理施設の建設にあたって、これまで策定した計画等の事が書かれている資料です。

この計画の上に一般廃棄物処理基本計画という事で、分別の方法や、四街道から排出され

るごみの量などの予測を立てる計画が策定された上で、施設の構想等の策定に入っていく

という流れになっております。そして、一般廃棄物処理施設整備基本構想の策定ですが、

６条１項１号４号の大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更に該当するという

ことで、審議会等手続では２８年１１月８日に答申を得て、意見提出手続を２８年１１月

１１日から１２月１２日まで行っております。なお、こちらの構想については平成２７年

の１１月１７日に開催した、平成２７年度第２回の市民参加推進評価委員会にて、平成２

８年度に実施予定の市民参加手続として既に審議済みという事になっています。ですので、

３月末までに実施状況シートを出して頂いて、また来年度６月位に審議していただきます。

一般廃棄物処理施設整備基本計画の策定ですけど、現在パブリックコメントなどを行って

いる案件になります。こちらについては、廃棄物処理施設整備事業処理方式の選定、これ

が今回資料 No.２で挙がっている案件になります。そして、ＰＦＩ導入可能性調査、その他、
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ということになっております。上記、一般廃棄物処理施設整備基本計画の策定のうち、廃

棄物処理施設整備事業処理方式の選定の分が、条例６条４号の大規模な市の施設の設置に

係る計画の策定または変更に該当するため、以下の通り市民参加手続を実施しているとい

う事になります。さきほどご説明いたしましたが、審議会等手続は２９年２月９日に答申

が行われておりまして、意見提出手続を２９年２月１３日から３月１３日まで実施という

ことになっております。 

実施予定がここまで遅れてしまった理由ですが、大規模な市の処理施設・建築物につい

ては５億円以上の市の施設が市民参加手続の対象となるのですが、担当課ではこの構想の

時点で、意見は訊いたという認識でいたみたいです。ただ、この構想の時点ではごみ処理

方式を、「ストーカー式焼却方式」と「流動床式ガス化溶融方式」と「シャフト式ガス化溶

融方式」の３つまで絞っていて、今回の計画でそこから１つに絞るという事です。そうい

った事からすると、本来はもっと早く実施予定を出して頂きたかった。庁内の内部組織に

市民参加推進本部という組織があるのですが、そちらの方でも、本件については市民参加

手続の対象６条１項４号の、大規模な市の施設の設置という事で該当するでしょう、とい

うところになりまして、急遽シートを出す事になりました。担当課としてはそういう市民

参加手続の対象ではないという認識があったので、最初は６条４項の積極的な市民参加手

続の対象という案件で、シートを出してきました。それで推進本部の中でちょっと違うの

では、という意見があり、６条１項４号で、今回は出させて頂いています。一応そういう

事で、このシートの提出が遅れてしまったというところでございます。 

 

石川委員長：はい、ありがとうございます。それでは、ご意見ご質問等お伺いしたいと思

います。このストーカー方式にしろ、溶融炉方式にしろ、技術的な検討が行われて選択す

るという事に関して、市民が良いとか悪いとかというのは、どの位余地があるのですか。 

 

事務局：ごみ処理施設は委員長もよくご存知の通り、かなり専門的な知識を有するもので、

市民も意見をなかなか言いづらい部分があろうかと思います。焼却残渣のどういったもの

が出来るかだとか、今は安全になっているとは思いますが、ガス化溶融よりも、ストーカ

ーというごみ処理施設の長年の実績がある安全なものを選んだ方がいいだとか、多分そう

いう大きなところへのご意見になるとは思います。また、分別の方法も若干変わってくる

部分もあろうかと思うので、そういったところで意見を頂くようになるのかなとは思って

います。 

 

石川委員長：はい、他にはいかがでしょうか。 

 

事務局：もう１点。ＰＦＩの関係ですけど、こちらについても最初、市民参加手続にかけ

なくていいのか、という議論にはなったのですが、ＰＦＩの導入指針というのが四街道に
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ございまして、１０億円以上の施設についてはＰＦＩについての可能性を検討するという

事になっています。その可能性調査を行った上で、最終的に決定を出すのはＰＦＩの内部

の組織・検討委員会です。これは副市長がトップで次長級が委員になっているのですが、

そちらで決定をするという事になっていて、市民参加手続までは行わないことになってお

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：これは要するにシートとして追加で参加になるわけですね。 

 

事務局：そうですね。 

 

安井委員：そういう事ですよね。そうすると、これのでき上がりというのはどういうスタ

イルになるのですか。 

 

事務局：でき上がりがどういうスタイルになるかというのは、報告書の関係ですか。 

 

安井委員：かなり専門分野が入ってきていて、僕はよく理解できません。この流れから言

って、とりあえずこういう形になりますよ、という事はいいのですが、それに対して、意

見のしようがないじゃないですか。 

 

石川委員長：そうですね。結局、その機種選定は結論から言うとどれを採用する事になっ

たのですか。 

 

安井委員：もうそれは決まっているのですか。 

 

事務局：構想の中では３つまで絞って、それを１つに絞るというところですが、現時点で

パブリックコメントにかけている具体的な評価結果では、１００点満点のうちストーカー

式焼却方式が９６．２５点。シャフト式ガス化溶融方式が６１点。流動床式ガス化溶融方

式が６６点という結果になっておりまして、ストーカー式焼却方式が大差をつけて１位に

なっています。 

 

石川委員長：はい。ストーカー式焼却方式でやるという事で、大体パブリックコメントの

支持が得られている、という事でいいのですよね。 

 

事務局：今、パブリックコメントは実施中なのでまだ終了ではありません。担当にもどん
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な意見が出ているのか途中経過を聞いていないので。 

 

石川委員長：そうか。２月といっても正確には３月１３日まで。では、まもなく揃うとい

う事ですね。 

 

事務局：そうです。 

 

奥田委員：この機種選定についての審議というのは、対策委員会が協議して、この案とい

う形でされて、一番いいのはこれだという方法が出て、今の案となっているということで

すか。それは市民には説明してきたのですか。 

 

事務局：すみません、詳細な審議のところまでは、ちょっとわからない部分なのですが、

ごみ処理対策委員会の方に専門部会というのを設けていまして、そこに委員会から何名か

部会の方に下りていて、そこで評価を掛けて部会の方でその点数を出しています。当然、

そういう必要な審議を行った上で、委員会として最終的な答申が出て、それを反映された

中で基本計画を整えて、市民の方にパブリックコメントを掛けているという状況です。 

 

奥田委員：詳しい人もいるかも知れないですけど、今、安井委員が仰ったように、我々市

民はどういうものがいいか見当がつかないのですよね。いくら説明されても。駅前の陸橋

の話ではないですが、土壇場でまた延期になったと聞くと、何があったのかと思いますよ

ね。ごみ処理施設だって、きちんとした進め方をしていかないと、どこかで躓いて、潰れ

るのではないかと、そういう懸念を感じております。 

 

石川委員長：ありがとうございます。 

 

神委員：すみません。パブリックコメントを求める時にどんな形で出されたのでしょうか。

先程から仰っているように、やはりわかりにくいものだと思うので、市民目線で知りたい

ポイントなどを、スリムに出してパブリックコメントを求めた方が、本当はいいと思うの

です。でも事務の方々はどうしても様式というか、そのままのものを出される事が多いの

で、そうすると市民の目線からはわからないというか。なので、こういうごみ処理施設の

場合は予算がどの位かかるか、それがどれだけその予算に対して市民生活に有意義に働く

かという事と、ごみ処理施設はどうしても必要なものだけど、処理をする事による周囲へ

の影響を説明してほしい。周辺住民はそういうところに興味があると思います。住民だっ

たらこういうところに興味あるだろうと、ある程度想定してパブリックコメントを求めな

い限り、ただやっていますという風になってしまう可能性がある。そうしてしまうともっ

たいないかなと。なので、どんな形で出されているかというところをお聴きできますか。 
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事務局：すみません。実施予定シートを皆さんにご審議頂くにあたって、今回はこのよう

にギリギリで実施期間がかぶっているところなので、そのあたりまで私も実は読み解いて

いないのです。資料としてお出しすればよかったのかも知れないですけど、手元にある資

料を見ると、神委員の仰ったような形になっているかというと、どうなのかなというとこ

ろはあります。 

 

神委員：今後、そういう意識を持ってやって頂けるのでしょうか。みんなが専門家な訳で

はないので。２段階というか、より細かいものを出してくれ、という人もいるとは思うの

ですが、一番は子どもを抱えた若い人達に来てほしいというのが、多分どこの市町村も意

向としてあると思うので。そういう事を考えた場合には環境とか、そういうところに焦点

を当てるとか。予算もちゃんと適正に、市民税とか納税して頂いたものを、こういった形

で反映されているんですよ、というところの説明が一番、住民にとっては興味があると思

うので。意識して頂けるといいと思っております。 

 

事務局 岩林課長：ざっと見ている限り、一応報告書と添付書類みたいなものを、パブリ

ックコメントのページ部分上に掲載しています。こういうプロセスでやって、こういう採

点で審議しますと。その根拠として、他の地域でもこうやっていますとか、こういう様式

はこういうやり方です、という事は添付書類に付けたり。簡単かと言われるとやはり、難

しいとは思うのですが、一応できるだけ客観的なデータとか、そういうものを載せている

ようなので、ある程度、客観性は現れているかなと思うんですけどね。 

 

石川委員長：はい。いろいろと意見があると思います。手続としてどうかという事で確認

をしておきたいのですが、手続としてはよろしいでしょうか。 

 

＞はい。 

 

石川委員長：では、手続きとしては適切であるということにさせて頂きます。 

 

議題 

２ 平成２８年度 市民参加手続の実施状況の評価 

 

（【資料 No.３－１】市民参加手続実施予定シート「四街道市小中一貫教育基本方針の策定」 

～３４ページまで 参照） 

 

事務局：今回終わっているのは１件のみです。小中一貫教育基本方針の策定になります。



7 

 

概要としては、四街道市教育振興基本計画の基本理念の実現に向け、市内全ての小中学校

がそれぞれの学校の地域性に即した取組を進めていけるよう基本方針を策定するものです。

実施対象としての根拠は、６条１項１号です。実施した市民参加手続は７条１項号の意見

提出手続、３号の審議会等手続です。４ページ、資料 No.３をご覧ください。審議会等手続

の実施状況シートです。審議会等手続は、公募委員を３名含む「小中一貫教育推進委員会」

に対し、２６年１０月１０日に検討を依頼、２６年１０月３１日を初回とし、２８年７月

８日までに計８回開催しました。計画素案について審議を重ね、２８年７月２５日付けで

報告を受け、７月２６日に結果を公表しています。５ページに実施結果の公告、６ページ

にホームページ掲載内容、７と８ページに検討の依頼に代わる会議の開催通知と、検討結

果の報告、９ページに委員会の設置要綱、１０～１５ページに基本方針の素案を添付して

おります。１６ページの資料 NO.３－３が意見提出手続の実施状況シート１になります。意

見提出手続の周知として、２８年１０月１４日に公告をし、市政だより、ホームページに

お知らせを掲載しました。意見提出期間は、２８年１０月１４日から１１月１５日まで３

３日間行い、９人から３７件の意見が提出されました。意見の概要と市の考え方を２８年

１２月２６日に公表しています。実施の周知といたしましては、１７～１９ページに公告

の写し、２０ページに市政だより掲載内容、２１～２２ページにホームページ掲載内容、

２３～２８ページに方針の案を添付しております。実施結果の周知としては２９ページに

公告、３０～３１ページにホームページ掲載内容を添付しております。３２～３４ページ

に提出された意見の概要と、市の考え方を添付しております。また、意見提出手続の実施

結果について、ホームページをあまり見る習慣が無い方へのホームページへの誘導策とい

う事で、委員会からも以前ご意見を戴いたところです。確か、増田委員からのご意見だっ

たかと。来年度から、「意見提出手続の結果はいつからホームページに載りますよ」という

スペースを取りまして広報していくというところで、現在計画をしているところです。以

上です。 

 

石川委員長：はい。説明が終わりましたので、ご質問やご意見ありましたら、お願いいた

します。 

 

奥田委員：１６ページに、意見提出が９人から３７件あったにも関わらず、意見の取り扱

いで「反映した」というのが０件。これは、意見された方からすれば何のサインも無かっ

たというか、そういう捉え方になってしまうのではないですかね。こういう事もあるんで

すか。 

 

事務局：実は担当の学務課の方には、受けようがなかったんですか、というのは確認させ

て頂きました。ただ内容を見てみると、やはり小中一貫教育についての心配の声がすごく

多かった。教育部としては、現在の教育の計画でも小中一貫教育というところを掲げてい
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て、２５年度からいろいろな学校で試行的にやっていて、３０年度には完全実施という方

向で進めています。今回の議会でも、小中一貫教育について、やはり心配される部分につ

いて議員の方とやり取りをしています。教育長としては、小中一貫教育では、中１ギャッ

プと呼ばれることがないよう、小学５・６年生が中学校でスムーズに上手く馴染めるよう

にすることを重点的に取り組んでいきたいとのことです。教育長としても、ずっとご自分

が小中一貫教育をぜひやりたいというお考えがあるようで、議会でもそのような意見の元

に発言をされております。先程申し上げた通り、どうしても、このようなパブリックコメ

ントでの意見は、心配する内容が多いので、それについては心配されている事が無いよう

にやっていきます、という事で、原案通りという結論に至っているところでございます。 

 

神委員：すみません。これは、３０年度には、すべての学区で小中一貫教育になるという

事なのですか。 

 

事務局：そうですね。 

 

神委員：小中一貫教育という制度とする、というものだったら、意見を訊くのは１回でい

いと思うのですが。小学校が統廃合されてしまう事が、同時並行で行われる事になると思

うのです。だから、それはまた別にしないと、と私は思います。手続き的なものとしては

別に訊くべきものなのかなと。 

 

事務局：その統廃合については、当然別の事と考えて頂いて良いかなと。どうしても小中

一貫教育を進める中で、財政状況が厳しくて学校の統廃合を考えているのではないかとい

う意見もいろいろ出てくるではないですか。 

 

神委員：意見提出手続で提出された８番の意見にありますが、どうしても小学校が中学校

と同じ数になるというのは、四街道ではかなりの数の小学校が閉じる事になるのかなと思

うのですが。 

 

事務局：学校自体の数は変わらない。市内に小学校が１２あって、中学が５つあるわけで

すね。例えばそのうちの３つの小学校が１つの中学に行くというところで、上手く繋ぎを

やっていくという事なので、今のところ学校数について変動が無い。小中一貫教育にして

も、分離型だとか一体型だとか色々な方式がありますよね。 

 

神委員：では、いわゆる一体型にはしないという事なのですか。 

 

事務局：一体型は今、考えていないです。既存の施設を上手く使う中で、小中一貫教育を
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やる、という考えですから。 

 

神委員：もしその中で、３つあるうちの１つを無くすなど統廃合することになったら、ま

た別にこういう形で市民に訊くということですか。 

 

事務局：そうですね。実は何年か前にも、学校の統廃合についてはけっこう議論がありま

した。それでやはり統合しないというところでその時は結論が出ている。市民参加条例の

解釈及び運用の中でも、第６条１項５号の「市民生活に重大な影響を与える」というとこ

ろの例として、学区の再編も具体的に確か入っていたはずなので、それはまた別途、市民

参加手続を行う話になろうかと思います。 

 

神委員：ではこの段階でのパブリックコメントをかけて訊いているものについては、小中

学校での教育の連携をスムーズにするというところのみ、という事でいいですか。 

 

事務局：基本はそうです。 

 

神委員：そこを切らないと怖いなと。これは１つにまとめられるものではないかなという

心配があったので。小中一貫教育という言い方をしてしまうと、すでに１回市民参加手続

を通したのだから、その中のものは今後はかけなくていい、という風になってしまう。そ

れを不安視している。今回のパブリックコメントを読んでみると、かなり現実的。発達段

階についていろいろ書いたりしているものとか、同様の意見がその他１点とかあったりす

るので。今、またはこれから小学校や中学校に通わせるという親御さん達に、学区ごとに

パブリックコメントあります、とお知らせをすると、もっと来たのではないかなと思った。

読んでみると、教育関係者が書いたのかなと思う内容。専門的な事は市の方にお願いしま

すというのが、親御さんの考え方でもあると思うので、説明はちゃんと区切って、今回訊

いているのはここまでですよ、としてほしい。もし、またその関係の政策をやるのであれ

ば、別の形で訊きますよ、と説明してもらわないと不安なのかな、という感想をもった。

教育政策とか、市がどういう形で教育方針を採るという中身の事は中身で、別にやっても

らいたいのですが、その手続のところですね。全部一緒くたにするというのは、けっこう

大きな制度換えだと思うので、丁寧に進めてもらった方がいいのかなと。 

 

石川委員長：そうですね。小中一貫教育の基本方針が一度、市民参加手続にかかっている

のだから、統廃合は当然の流れだ、という事は絶対に無いようにしてもらいたいという事

で、全くその通りだと思いますね。小中一貫教育とは言っていますけれども、結局連携な

のですよね。６年と３年の枠組みは残したまま、９年間を一体として考える。実質上は一

貫ではなくて、できるだけ統合した教育をしていこうという事ですよね。 
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事務局：市民参加条例の解釈及び運用について、ホームページにもアップしていると思う

のですが、６条１項の５号の解釈について、市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある

制度の導入または改廃というところで、例えば情報公開制度だとか、個人情報保護制度、

ごみの分別方法、通学区域制度等がある、と具体的に書いてある。通学区域制度というの

が対象になっている中で、学校の統廃合について訊かないという事はまずありえないと考

えてもよろしいかなと。 

 

神委員：という事は、これを読む中では、基本的には教育の中身の連携に留まっているの

かなと。校長先生が小中で一人になるとか、そういう感じではないという事ですかね。 

 

事務局：他のところの事例を見ても、やはり校長はそれぞれで変わらないですよね。副校

長とかいう言い方をしていたりもしますけど。 

 

神委員：そうなると、副校長になることもあるのですか。 

 

事務局：そうですよね。でも、そこまでのところはまだ。 

 

神委員：そこまでを訊いているわけではないという風に考えていいですか。というのも、

発達段階が違うのに、発達段階の違う学校の校長を１つに括るという事の不安を訴えてい

る方もいるので。もしそういう制度の話までいくと、中身の連携というものから越えてし

まうと思うのです。 

 

事務局：申し訳ないのですが、今回は手続の部分を重点的に見て頂ければと。かなり専門

的な話になりますから、私どもが答えることもできず、この議論はここではしきれないと

いうところです。 

 

神委員：そうですよね。ただこちらが、どこまでを適正な手続にしたと言えるのか、不安

があったものですから。それだけです。中身をどうしたいとかそういう話ではなくて、こ

この手続はちゃんとしていました、という線引きが、これだけだとわかりにくい。方針が

あってその次に制度が反映されてから、予算とか実際の形になっていくと思うのですが。

ここで、適正であると括っていい線引きがどこまでなのか、というのが、ちょっとわかり

にくい。方針までだったら、まだそんなに効力が無いので。 

 

事務局：市民参加条例に書かれている内容で見て頂きたいのは、例えばパブリックコメン

トはその意見募集期間を３０日設けなさいとかそういう手続の部分。その中身の回答とい
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うところになると、教育部の考えだとか、市長の考えだとか、いろいろなものが反映され

た中での公表になっております。教育部としてはこのような考え方で公表しているところ

なので、私どもが踏み込める立場でもないのかなと。 

 

椎名委員：今回は方針を決めるという事ですよね。方向性を決めるという事で、今度、具

体的な制度としてどうするのかという話になれば、それはその段階で訊いて頂ける、とい

う風に考えてよろしいという事ですよね。 

 

事務局 岩林課長：厳密には我々がお答えできるところは限られていますけれども、今回

に限っては概念的な方向性と、スケジュールやプロセスといった事を素案として明らかに

しているだけなので、あくまで本当の意味での基本計画に過ぎないと。 

 

椎名委員：通常でいけば、まずその素案があって、それに基づいて今度積み上げをしてい

って、どういう制度でどういう風にしていこうというのがきちっと出てくる。その段階で

今度、学校の統廃合という話もまた考える場合もありますよね。それは人口との関係とか

いろいろな要因が出てきた中での事だと思うので。 

 

事務局：以前ご審議頂いた公共施設の管理計画でも、今後それぞれの施設の利用状況など

を個別に見ていく予定なので、その辺りももしかしたら出てくるかもしれないですね。 

 

石川委員長：はい。この案件は、方針を策定するものだということですね。今回の審議は、

その方針策定にあたって、どういう手続をしたかという事になると思います。繰り返しに

なりますが、今回市民参加手続をやったから、統廃合をそのまま実行していいという事に

は決してなりませんよ、という事は言っておきたいと思います。手続としては、然るべき

手続をとっているという風に見受けられますので、よろしいという事でいいでしょうか。 

 

＞はい。 

 

石川委員長：では、手続としては、適正とさせて頂きます。では、次をお願いいたします。 

 

議題 

３ 平成２８年度 市民参加手続の対象としなかった行政活動の手続の評価 

 

（【資料 No.４「市民参加手続実施状況シート６ 適用除外 「四街道市行政手続における

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

る条例の一部を改正する条例の制定」～３７ページまで 参照） 
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事務局：議題３は５件ございます。こちらについては、条例の第６条第２項の各号に該当

するため、市民参加手続の対象であっても、適用除外とした案件の評価でございます。な

お、第６条の第３項の規定によりまして、市民参加手続の対象としない事を決定したもの

についても、公表するものとなっている事を申し添えます。まず３５ページ、マイナンバ

ー独自利用条例の一部改正です。本件は、条例６条１項３号に該当するため、市民参加手

続の対象となるものですが、６条２項６号に該当するため、市民参加手続の適用除外とし

たものです。概要としては、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独自利用等を、新たに追加して定めたもの

です。法令の基準に基づいて行うものであり、マイナンバーの利用に際しての手続きを定

めたものであることから、６条２項３号に準じて６号を適用したものです。３６ページに

公告の写し、３７ページにホームページ掲載内容を添付しております。なお、本件につい

ては、２８年６月２９日に実施予定を審査いただいています。ご審議の程をお願いいたし

ます。 

 

石川委員長：はい。実施状況シート６ですね。マイナンバーに関する条例という事ですが、

よろしいでしょうか。 

 

＞はい。 

 

石川委員長：では、適切であるとします。では、次の案件をお願いします。 

 

（【資料 No.5「市民参加手続実施状況シート６ 適用除外 「四街道市使用料条例の一部を

改正する条例の制定」～４１ページ 参照） 

 

事務局：続いて３８ページ、使用料条例の一部改正になります。本件は、条例６条１項３

号に該当するため、市民参加手続の対象となるものですが、６条２項５号に該当するため、

市民参加手続の適用除外としたものです。概要としては、市営の一般墓地再貸付を行うこ

とに伴い、当該施設の料金を変更するものです。実施しない旨を２９年１月６日に公告し、

同日ホームページにも掲載しています。４０ページに公告、４１ページにホームページ掲

載内容を添付しております。なお、本件は実施予定を委員会にて審議していないため、３

９ページに実施予定シートを添付しておりますので、合わせてご審議の程をお願いいたし

ます。 

 

石川委員長：何か、ご質問ご意見ありますでしょうか。 
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奥田委員：この霊園の料金変更って１年前にも出されていなかったですか。 

 

事務局：すみません、ちょっと出てこないのですが。今回は墓地使用者が市に返還した墓

地を再度募集する、というような内容。例えば永代使用料７１万円くらいのものが４１万

になっているというようなものです。最近管理し切れない墓地が増えてきて、市に返す方

も増えてきているというのは現状にあるようです。 

 

奥田委員：それもおかしい話ですけれど、市場が値上がり・値下がりする、というのは一

般の霊園に即した形で動いているわけですかね。余計な話かもしれないですが。 

 

事務局：一度使った場所を、管理できなくなって返されて、他の人がまたそこを使うとき

に額が低くなっているのか、そのあたりの設定の仕方も、私も不勉強でわからない部分が

あります。 

 

石川委員長：手続は適切であるということでよろしいでしょうか。それでは次をお願いし

ます。 

 

（【資料 No.６「市民参加手続実施状況シート６ 適用除外 「四街道市都市計画生産緑地

地区の変更」～４４ページまで 参照） 

 

事務局：続いて４２ページの都市計画生産緑地地区の変更になります。本件は、条例６条

１項５号に該当するため、市民参加手続の対象となるものですが、都市計画法に基づき、

都市計画の変更手続きが行われるものであり、６条２項３号に準じ６号に該当するため、

市民参加手続の適用除外としたものです。実施しない旨を２９年１月３１日に公告し、同

日ホームページにも掲載しています。概要としてはもねの里地区について、土地区画整理

事業の換地処分に伴いまして、当該区域内の生産緑地の内容を変更するものです。４３ペ

ージに公告、４４ページにホームページ掲載内容を添付しております。なお、本件につい

ては、２８年６月２９日に実施予定を審査いただいています。ご審議の程お願い致します。 

 

石川委員長：ご質問ご意見をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 

＞けっこうです。 

 

石川委員長：では適切であるということにさせて頂きます。次の案件をお願いいたします。 

 

（【資料 No.７「市民参加手続実施状況シート６ 適用除外 「四街道市都市計画地区計画
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の変更」～４７ページまで 参照） 

 

事務局：続いて４５ページ、都市計画地区計画の変更です。本件は、条例６条１項５号に

該当するため、市民参加手続の対象となるものですが、都市計画法及び四街道市地区計画

等の案の作成手続きに関する条例に基づき、都市計画の変更手続きが行われることから、

６条２項３号に準じ６号に該当するため、市民参加手続の適用除外としたものです。概要

としてはまず、もねの里地区を含む８地区について法律第４５号により一部改正された風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律及び建築基準法に基づき、当該地区計画

の内容を変更するものになっております。実施しない旨を２９年１月３１日に公告し、同

日ホームページにも掲載しています。４６ページに公告、４７ページにホームページ掲載

内容を添付してあります。なお、本件については、２８年６月２９日に実施予定を審査い

ただいています。ご審議の程お願いいたします。 

 

石川委員長：はい。それではご質問ご意見お願いします。よろしいでしょうか。次、手数

料条例ですね。 

 

（【資料 No.８「市民参加手続実施状況シート６ 適用除外 「四街道市手数料条例の一部

を改正する条例の制定」～５０ページまで 参照） 

 

事務局：続いて４８ページ、手数料条例の一部改正です。本件は、条例６条１項３号に該

当するため、市民参加手続の対象となるものですが、６条２項５号に該当するため、市民

参加手続の適用除外としたものです。概要としては、建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律が公布されたことに伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画認定等の申請

に対する審査を所管行政庁として行う必要があるため手数料を新たに規定するものです。

実施しない旨を２８年１０月２４日に公告し、同日ホームページにも掲載しています。４

９ページに公告、５０ページにホームページ掲載内容を添付しております。なお、本件に

ついては先に郵送させて頂いた資料では、左上の実施予定審査記述を１２月５日審査、資

料 NO.5、ということで記載しておりますが、本日お配りさせて頂いた６月２９日審査、資

料 NO.32と記載した資料に差し替えをお願いします。ご審議の程お願いいたします。 

 

石川委員長：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。では適切

であるということです。次は議題の４番目になりますね。 

 

議題 

４ 平成２９年度 市民参加手続の実施予定の評価 
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（【資料 No.９「市民参加手続実施予定シート 「第８次四街道市行財政改革推進計画の策

定（平成２９～３０年度」 参照） 

 

事務局：２９年度の実施予定の評価は９件となっております。まず５１ページ第８次行財

政改革推進計画の策定です。概要としては厳しい財政状況を改善し、将来にわたり持続可

能な財政基盤を確立するため、行財政改革を推進する具体的な施策、改革項目等について

定める第８次四街道市行財政改革推進計画を策定するものであり、計画期間は平成３１～

３５年度です。実施対象とする根拠は６条１項１号です。市民参加手続の方法としては、

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します。審議会等手続として、

公募委員３名を含む「行財政改革審議会」を２９年５月から３０年５月までの間に開催し、

意見提出手続は３０年７月に実施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：それでは行財政改革推進計画の策定ですね。何かご質問ご意見等ありました

らお願いをいたします。よろしいでしょうか。では、適切であるということにさせて頂き

ます。次の案件です。 

 

（【資料 No.１０「市民参加手続実施予定シート 「四街道市高齢者保健福祉計画及び介護

保険事業計画」 参照） 

 

事務局：続いて５２ページ、資料 No.１０の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策

定をご覧ください。概要としては老人福祉法及び介護保険法に基づき高齢者の保健・福祉

全般や介護保険サービス等の施策の方向性について定めるものであり、計画期間は３０～

３２年度です。実施対象とする根拠は６条１項１号です。市民参加手続の方法としては、

７条１項１号の意見提出手続、３号の審議会等手続、５号のその他の方法として、アンケ

ート調査及び事業者意見交換会を実施します。まず、審議会等手続として、公募委員３名

を含む「保健福祉審議会」を２９年４月から３０年１月に開催します。また、その他の方

法として、市民アンケート（３，５００人）及び事業者（５団体）意見交換会を２９年５

月に市内在住の要支援要介護認定者等を対象に実施します。その後、意見提出手続は３０

年２月に実施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：保健福祉計画と介護保険計画の策定についてです。ご意見ご質問お願いいた

します。 

 

増田委員：これは市内在住の要支援・要介護者全員ですか。 

 

石川委員地：アンケートについてですか。 
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増田委員：アンケートです。 

 

石川委員長：３５００人ということはないですよね。もっといっぱいいますよね。 

 

増田委員：そうですよね。あと、この更に下に、地域支援事業に関わる人がいると思うの

ですが、その方達に対してのアンケートはしない形ですか。 

 

事務局：すいません。そこは確認しておりません。こちらの「等」という中に入っている

かもわかりませんが、確認しておりません。 

 

増田委員：わかりました。 

 

石川委員長：他にいかがでしょうか。これは３年に１度あることですよね。 

 

事務局：はい、そうです。 

 

石川委員長：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。次の案件

です。 

 

（【資料 No.１１「市民参加手続実施予定シート 「四街道市介護保険条例の一部を改正す

る条例の制定」 参照） 

 

事務局：続いて５３ページ、資料 No.１１の介護保険条例の一部改正をご覧ください。概要

としては３０～３２年度までの介護保険料を定めるものであり、長期譲渡所得及び短期譲

渡所得に係る特別控除額を控除した額を算出基礎に用いるよう改正するものです。条例の

施行時期は３０年４月を予定しています。実施対象とする根拠は６条１項３号ですが、法

令の基準に基づいて行うもの、また、その他金銭の徴収に関するものであるため６条２項

３号及び５号に該当するとし、適用除外としています。ご審議の程お願いいたします。 

 

石川委員長：ご意見ご質問お願いします。 

 

奥田委員：市民参加手続の下の欄が空白ですけれど、この予定はどういうことですか。 

 

事務局：こちらは６条２項の３号と５号に該当するため、市民参加手続の方法は行わなく

て良い案件ということです。それでこの下が書かれていないということです。 
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増田委員：３年に１回、厚生労働省の介護保険の法改正があるのですね。その市役所の方

法という形ですよね。 

 

石川委員長：市民からお金を戴くというものに関しては市民参加手続にかけませんよ、と

いう決まりですので、その規定に従って市民参加手続はしません、という事です。人から

お金を貰ってやる事に関して市民参加でやると、高いとか安いとかが問題になってしまう

から、ということのようです。よろしいでしょうか。では、そういう事にさせて頂きます。

次の案件です。 

 

（【資料 No.１２「市民参加手続実施予定シート 「第 5 期四街道市障害福祉計画・障害児

福祉計画の策定」 参照） 

 

事務局：続いて５４ページ、資料 No.１２、第５期障害福祉計画・障害児福祉計画の策定に

なります。概要としては障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第

８８条及び児童福祉法第３３条の２０の規定に基づき、国の示す基本方針に即し、障害福

祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実証を確保することを目的として策

定するものであり、計画期間は３０～３２年度になります。実施対象とする根拠は６条１

項１号です。市民参加手続の方法としては、７条１項１号の意見提出手続、３号の審議会

等手続、５号のその他の方法として、障害者自立支援協議会と障害者団体等との意見交換

を実施します。まず、審議会等手続として、公募委員３名を含む「保健福祉審議会」を２

９年４月から３０年１月に開催します。また、その他の方法として、２９年５月から３０

年１月の間に委員２０名からなる障害者自立支援協議会を開催するとともに、障害者団体

等（１２団体）を対象として意見交換を実施します。その後、意見提出手続は３０年２月

に実施予定となっております。ご審議のほどお願いいたします。 

 

石川委員長：ご質問ご意見のある委員の方お願いします。よろしいですか。では、適切で

あるということにさせて頂きます。次の案件です。 

 

（【資料 No.１３「市民参加手続実施予定シート 「四街道市保育所等における保育に関す

る規則の一部を改正する規則の制定」 参照） 

 

事務局：続いて５５ページ、資料 No.１３の保育所等における保育に関する規則の一部改正

をご覧ください。概要としては「子ども・子育て支援法に基づく支給認定並びに特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」で示されている保

育士等の子どもを対象とする保育所等の優先利用についてなど、当市保育所利用調整にか
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かる基準・優先事由及び調整事由を見直し改正するものです。施行予定時期は２９年１０

月であり、実施対象とする根拠は６条１項６号です。市民参加手続の方法として、７条１

項１号の意見提出手続を実施します。意見提出手続の実施予定は２９年６月となっていま

す。ご審議の程お願いいたします。 

 

石川委員長：ご質問ご意見ありましたらお願いいたします。この概要で行きますと、一般

の保育を希望する人たちの審査基準そのものには手を加えないということでしょうか。 

 

事務局：そうですね。今回私が伺っているのは、保育士さんが働きやすい環境というか保

育士不足を補うためにも、子どもを抱える保育士の優先利用について定めるというところ

です。 

 

石川委員長：気になったのは、「ついてなど」と書いてあるので、それ以外にもあるのかな

というところです。実は今、保育所を利用する基準というのは非常に注目されているので

すね。四街道では、それ程厳しいわけではないでしょうか、どうなのでしょう。特に東京

の方はものすごい数の希望者が入れないと聞いています。実は今、全部点数化していて、

点数を上げるためのマニュアルもあるのですよ。もし全体的に改正するとなれば、もうち

ょっと丁寧にやった方が良いかな、というイメージがあったものですから。 

 

事務局：市民参加条例をこの３年位運用してきましたが、この規則の改正の時が一番意見

が多いんですよ。過去にも２００何件位あったのがこの規則の関係ですね。議会で聞いて

いる中では、入れない子どもは２６人とか。ただ潜在的なものもあるでしょうから、市に

相談に来て、すぐにでも入りたい、という人のカウントでしょうけどね。 

 

石川委員長：待機児童の算定の仕方もいろいろありますよね。 

 

安井委員：今の２６人くらいというのは、保育士さんの子どもという事ですか。 

 

事務局：いえ。入りたいけど入れない、ということ。 

 

神委員：実際はもっと多いと思います。だから駄目だとわかって、お金が高い無認可の所

に入れたりするという。 

 

石川委員長：あと、勤められないとわかって、家庭での保育を延長するとカウントされな

いのですよ。それからどこかの保育ママの所に預けました、というのもカウントされない

ですね。 
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増田委員：私の場合は個人的にですけど、自分の妻が看護師なのですが、子どもが保育園

に入れなかったので、職場の院内保育所の方に預けている、という形で、待機ではないの

です。 

 

神委員：そうすると待機児童の中に入らない。でも本当は求めている、という事ですよね。 

 

石川委員長：そういう事で、この案件に対しては「適切である」としますけれども、内容

の確認だけはしてほしい。特に「ついてなど」のところ。保育士さんの優先度だけであれ

ば適正でいいのですが、他のところも一緒に部分的に直したりするというのであれば場合

によってはまだ不足であるという結論になりかねないので、確認だけはしておいてもらい

たいと思います。それはコメントでお願いいたします。では次にいきまして、歯と口腔の

健康ですね。 

 

（【資料 No.１４「市民参加手続実施予定シート 「（仮称）四街道市歯と口腔の健康づくり

推進条例の制定」 参照） 

 

事務局：続いて５６ページ、資料 No.１４の（仮称）歯と口腔の健康づくり推進条例の制定

でございます。概要としては「歯科口腔保健の推進に関する法律の趣旨にのっとり、市民

の歯と口腔の健康づくりを推進に関する基本理念を定め、市、歯科医師等の責務及び保健

医療福祉関係者、教育関係者、市民等の役割を明らかにし、歯と口腔の健康づくりを推進

することを目的として条例を制定するものです。施行予定時期は３０年１月であり、実施

対象とする根拠は６条１項３号ということになっているのですが、義務を課して権利を制

限するという内容までには至らない可能性があるので、もしかしたら２号で、「市の基本方

針を定める条例」になるかもしれない。担当課からも、そのあたりがまだ明確になってい

ないという話を聞いています。このあたりは実施状況シートのところでもしかしたら補正

をかけさせて頂く可能性もあるという事をお留め頂きたいと思います。市民参加手続の方

法として、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します。まず、審議

会等手続として、公募委員３名を含む「保健福祉審議会」を２９年４月に開催し、その後、

意見提出手続を２９年５月から６月に実施する予定です。ご審議の程お願いいたします。 

 

石川委員長：ご質問ご意見等ある方はお願いいたします。 

 

椎名委員：今、事務局のおっしゃった内容の、権利義務という辺りが引っかかりますね。 

 

事務局：他のところを見ても、役割だとかそういう扱いが多いので。 
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神委員：義務が厳しいという事ですか。 

 

椎名委員：権利義務というとかなり厳しそうな。 

 

石川委員長：恐らく概括的な話で、市の責務といった話なので、両方に入れておく、とい

うところじゃないでしょうかね。 

 

椎名委員：２号もチェックしておけばいいのでは。 

 

石川委員長：場合によってはそれに当たるかもしれないので、ということで２と３にチェ

ックしておくということでいいのではないでしょうかね。それはここでは付けられないで

すかね。 

 

事務局：いえ。推進本部で議論した後に、相談を受けてよく訊いてみたら２号かもしれな

い、というところが出てきたので。私が今説明させて頂いた中での補正ということであれ

ば大丈夫なのかなと。 

 

石川委員長：補正できれば２にチェックを入れてもらう、というのと補正的には正確であ

れば、２にもチェックをすること、というコメントにさせて頂きたいと思います。よろし

いでしょうか。では、そのようにお願いをいたします。次ですね。 

 

（【資料 No.１５「市民参加手続実施予定シート 「（仮称）四街道市上下水道事業ビジョン

及び経営戦略の策定（平成２９年度～３０年度）」 参照） 

（【資料 No.１６「市民参加手続実施予定シート 「（仮称）四街道市上下水道事業ビジョン

及び経営戦略の策定（平成２９年度～３０年度）水道分」 参照） 

 

事務局：続いて５７ページ資料 No.１５の（仮称）上下水道事業ビジョン及び経営戦略の策

定になります。こちらについては、５８ページ、資料 No.１６が同じ戦略の水道案件なんで

すね。内容的にはほぼ同じなので、ご一緒に審議をお願いします。概要としては長期的視

点を踏まえた下水道事業の経営課題に対して、目指すべき理想像を設定するとともに、理

想像を実現するための各種取り組み等を整理する計画の策定であり、国交省の求める下水

道事業ビジョン、総務省の求める経営戦略を策定するものです。この担当省庁が２案件で

異なる部分ですね。計画期間は３１～４０年度になります。実施対象とする根拠は６条１

項１号です。市民参加手続の方法としては、７条１項１号の意見提出手続、３号の審議会

等手続、５号のその他の方法として、アンケート調査を実施します。まず、審議会等手続
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として、公募委員７名を含む「上下水道事業運営審議会」による審議を２９年６月から開

始します。また、その他の方法として、無作為抽出による市民３千人に対してアンケート

調査を実施します。その後、意見提出手続を３０年１１月に実施する予定です。ご審議の

程お願いいたします。 

 

石川委員長：では No.１５と No.１６を一括して論議したいと思います。ご質問ご意見お願

いいたします。よろしいでしょうか。では、適切であるという事にさせて頂きます。次、

お願いいたします。 

 

（【資料 No.１７「市民参加手続実施予定シート 「四街道市教育振興基本計画（後期計画）

の策定（平成２９～３０年度）」 参照） 

 

事務局：５９ページ資料 No.１７の教育振興基本計画（後期計画）の策定になります。概要

としては教育基本法第１７条第２項に基づき、現行計画をもとに毎年度実施している「教

育施策」の「点検・評価」を踏まえ、「今後５年間基本方針」及び「基本方針と主な施策」

を引き続き示す施策として計画を策定するものであり、計画期間は３１～３５年度です。

実施対象とする根拠は６条１項１号です。市民参加手続の方法としては、７条１項１号の

意見提出手続、３号の審議会等手続、５号のその他の方法として、アンケート調査を実施

します。審議会等手続として、公募委員３名を含む「教育振興基本計画策定委員会」を２

９年１０月から３０年９月まで開催します。また、その他の方法として、市内小中学校に

勤務する教職員全員（約５００人）、小学５年生と中学２年生約２０００人とその保護者、

無作為抽出による１８歳以上の市民２０００人に対してアンケート調査を実施します。そ

の後、意見提出手続を３０年１０月に実施する予定です。ご審議の程お願いいたします。 

 

石川委員長：それではご質問ご意見お願いいたします。 

 

神委員：ちょっと素朴な質問をしてもいいでしょうか。市民アンケートを実施する、しな

いというのはどのように決められているのか。ものによってはアンケートを実施していな

いと思うのです。この案件では、市民アンケートの調査の仕方が非常に細やかで大変なも

のになっていて、何か国から来ている文章に則っていると想像がつきます。これは多分教

育基本法に基づいた国の政策の一環の中で、市町村がやらなければいけないものだと思う

のですが。さっきの「小中一貫教育方針」の話でもありましたが、この件も１号だけにチ

ェックがついていて、５号に該当するものがあるかどうかについてはまた議論を、という

話になるのではないかと思って、引っかかりました。さっきの案件では、アンケートを取

られてないので、多分市が独自にいろいろ進められるという事で、パブリックコメントの

みという決断をされたと思うのですが。そのあたり、市の方で「この場合はアンケート取



22 

 

りましょう」とか「この場合はアンケートじゃなくパブリックコメントだけにしましょう」

というのを、どういう形で選択されていらっしゃるのか、もしわかったら教えて頂ければ

と。 

 

事務局：主には、基本的な計画のところでアンケートを取る、というのが通例なのでしょ

うね。条例だとか指針的なところはやはりアンケートは取っていないのが普通かなと。 

 

石川委員長：条例上もありましたよね。こういうレベルのものはこれとこれって。たしか

ありましたよ。 

 

事務局 岩林課長：審議会の論議の中では客観的にデータがあった方がいいものについて

は、やはりプロセスの途中で調査をしてリサーチを入れていると思います。 

 

神委員：わかりました。 

 

奥田委員：小学校５年生の意見を訊くというのは、これは決められているからですか。 

 

事務局：恐らく、さっきの小中一貫の関係じゃないですが、５～６年辺りが中学に繋ぐ大

事な時期だということで、５年生が選ばれているのかなと。なんとなく想像でしかないの

ですが。 

 

奥田委員：小学校５～６年生となると、それはいろいろ知恵のついてくるところかもしれ

ないけれど、ここに作用するほどの貴重な意見や質問事項が出るものなのか。 

 

神委員：点検という意味合いもあるので。子ども目線で学校が今どういう状況なのかとか。

子どもに全く同じ文章がいくわけではないと思います。 

 

事務局：子ども社会も年々複雑になっていますよね。昔みたいにスマートフォンや携帯電

話を使わない時代と違って、今はいじめにしたって陰湿。もしかするとすごくストレスが

溜まっていて、５年生位になるとそれぞれの考え方が出てくるのかなと。私は息子が今４

年生でもうすぐ５年生ですけど、やっぱりいろいろ考えることが広がってきていますね。

いい時期なのかな、というのは個人的には思います。 

 

神委員：私はいいと思います。多分教育委員会の方は良くわかってらっしゃると思うので

すが、何を訊いた方がいいか、というのをちゃんと考えられてアンケートを出されていら

っしゃると思うので。勝手な個人的な意見なのですが、先程の案件でもアンケートをやっ
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て頂いた方が、もっと賛成も得られたのではないかなと。固い文章を用意されていらっし

ゃるので。別に非難しているわけではなくて、せっかくここまで関心を持ってこんなに言

って頂けるのはあまりないと思うので。 

 

事務局：仰るように、前期の計画の方にも小中一貫教育の推進、というのが入っていまし

て、恐らくアンケートの方にもそういう設問があったのではないかなと。それで今回も審

議会等が始まるのが２９年１０月で、２月にアンケートを取るのですが、審議会の方にも

こういうアンケートで行いますよ、というのを少し情報を提供してから進めるというよう

なことは担当からは聞いてはいます。 

 

神委員：なるほど。これとこれが多分リンクしているんだろうなということがわかりまし

た。 

 

奥田委員：雑談に近いですけど、今仰られたようにスマートフォンが流行ってきていると、

これは教育とは関係なくそちらの方でどんどん子ども達の方は知恵がついてしまって問題

も起こしてしまう。そういう状況が確かに考えられますよね。ここで質問するのはそのあ

たりまで局所をつねられたような質問が出るんでしょうかね。 

 

事務局：今の時代、入ってくるのではないかなと何となくそういう気はしますけどね。実

際どういう設問になるかどうかはちょっとわからないですね。もしかしたら前回のもので

も入っているのかもしれないですし。 

 

奥田委員：子どもたちは今、スマートフォンだけじゃなくてパソコンも、学校教育の中で、

もっと小さい頃に入れようなんて出ていますからね。確かにこの意見を取るというのは貴

重なものかもしれませんけど、私からすれば大体こんなものだな、と想像がつく。 

 

神委員：データを取ってからこんなものだ、というのと、まあこんなものだな、と想像し

ているのとでは、市民にとっても説明の時にはやっぱり違うと思うので、やっぱりアンケ

ートはした方が。 

 

安井委員：裏付けですよね。 

 

石川委員長：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。はい、あ

りがとうございます。それでは「その他」、お願いします。 

 

議題 
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５ その他 平成２８年度 市民提案手続の実施状況について 

 

【資料 NO.１８ 「平成２８年度 市民提案手続の実施状況」 参照】 

 

事務局：その他、これは報告になるのですが、平成２８年度の市民提案手続の実施状況と

いうことで報告をさせて頂きます。６０ページ、資料 No.１８をご覧ください。市民提案手

続は市民参加条例第１３条に基づき毎年度２回期間を限り実施するものとなっております。

提案が提出された場合は市民提案の概要を公表し、提案代表者等と協議の上、提案内容に

ついて検討し、検討結果を提案代表者に通知すると共に公表することになっております。

平成２８年度第１回目として平成２８年７月１９日から８月１７日まで募集を行いまして、

皆様にもご審議を頂きましたが、地域電力会社の設立について提案がなされました。こち

らについては、この前１２月２日に行われた審議会で市の考え方を報告させて頂いたとこ

ろですが、提案者に対しても、１月に市役所までお越し頂いて説明を行い、市の考え方に

ついてご理解は頂いたところです。第２回目については、平成２８年１２月１日から平成

２９年１月４日に市政だよりとホームページで募集を行いましたが、提案はございません

でした。以上、簡単ではございますが平成２８年度市民提案手続の実施状況についてご報

告をさせて頂きました。 

 

石川委員長：ありがとうございます。何かご質問ご意見等ありますでしょうか。よろしい

ですか。それでは、本日の議事については終了いたしました。それから答申をしなければ

いけないのですけれども、案文作成に関しましては委員長に一任して頂きたいと思います

がよろしいでしょうか。 

 

＞異議なし。 

 

石川委員長：ではこれで終わりにさせて頂きます。では事務局にお返しします。 

 

閉会 

 

事務局：では以上で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 


