
1 

 

平成２９年度 第３回市民参加推進評価委員会会議 議事録 

 

日 時 平成３０年３月７日（水） 

１４時から１４時５３分まで 

場 所 四街道市役所保育課２階会議室 

 

出席委員：８名（石川委員、椎名委員、神委員、日野委員、飯村委員、藤原委員、増田委員、

安井委員） 

欠席委員：０名 

職 員 ：藤森部長、岩林課長、齋藤、友藤、橋本 

 

○配布資料の確認 

○開会 

○委嘱状交付 

○あいさつ 

○委員長、委員長職務代理選出 

○諮問 

○議題 

 

日野委員（委員長職務代理）：それでは、議事に入ります。 

 

○議題１ 平成２９年度 市民参加手続の実施予定（追加）の評価 

 

事務局（友藤）：では、資料の１ページをご覧下さい。資料№１です。 

【以下、『資料№１ 四街道市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定』参照。概要・補足のみ記述】 

・厚生労働省老健局より、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準について改正案が示されたことから、共生型地域密着型サービスの新たな追加等、条例

を一部改正するもの。 

・実施対象とする根拠は、第６条第１項第６号で、審査基準等の制定・改廃に当たるため、

第７条第１項第１号の意見提出手続のみの実施を予定 

・意見提出手続は３０年１月に実施予定 

 

日野委員（委員長職務代理）：ただいまの説明につきましてご質問等ありましたらお願いい

たします。 
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安井委員：資料 No.２と No.３も同じ内容ですか。 

 

事務局（友藤）：違う条例です。 

 

安井委員：違う条例なのですね。パブコメを１月に実施とありますが、結果はもう公表され

ていますか。 

 

事務局（友藤）：実施予定の審議が後になってしまったのですが、結果はすでに公表済みで

す。 

 

日野委員（委員長職務代理）：その他はよろしいですか。 

＞はい。 

 

日野委員（委員長職務代理）：ありがとうございます。では、適切であるとさせていただき

ます。次の案件の説明をお願いいたします。 

 

事務局（友藤）：はい、２ページをご覧ください。資料№２です。 

【以下、『資料№２ 四街道市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定』参照。概要・補足のみ記述】 

・厚生労働省老健局より、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準について改正案が示されたことから、介護医療院の新たな追加等、条例を一部改

正するもの 

・実施対象とする根拠は、第６条第１項第６号で、審査基準等の制定・改廃に当たるため、

第７条第１項第１号の意見提出手続のみの実施を予定 

・意見提出手続は３０年１月に実施予定 

 

日野委員（委員長職務代理）：何かご意見ありませんでしょうか。 

＞特にありません。 

 

日野委員（委員長職務代理）：はい。では次の案件をお願いいたします。 

 

事務局（友藤）：では、３ページ、資料№３をご覧ください。 

【以下、『資料№３ 四街道市指定地域密着型サービス事業者等の指定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』参照。概要・補足のみ記述】 
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・厚生労働省老健局より、介護保険法施行規則について改正案が示され、地域密着型サービ

ス事業の申請者の資格について緩和されたことから、条例を一部改正するもの 

・実施対象とする根拠は、第６条第１項第６号で、審査基準等の制定・改廃に当たるため、

第７条第１項第１号の意見提出手続のみの実施を予定 

・意見提出手続は３０年１月に実施予定 

 

日野委員（委員長職務代理）：ご意見ありましたらお願いいたします。 

＞特にありません。 

 

日野委員（委員長職務代理）：よろしいでしょうか。では、次の案件お願いします。 

 

事務局（友藤）：４ページ、資料№４をご覧ください。 

【以下、『資料№４ 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・補

足のみ記述】 

・第７期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定及び介護保険法の一部改正に伴い

平成３０年度から平成３２年度までの介護保険料の金額を定めるため、その他所要の規定

を整備するため条例を一部改正するもの 

・実施対象とする根拠は、６条１項３号。 

・介護保険法の改正により、市町村の質問審査権について第２号被保険者等に範囲が拡大さ

れたもので、第６条第２項第３号に該当。また、介護保険料の賦課徴収に関するものであ

り、第６条第２項第５号に該当するとし、適用除外 

 

日野委員（委員長職務代理）：ご意見等ございますか。 

＞特にありません。 

 

日野委員（委員長職務代理）：よろしいでしょうか。では、次の案件お願いします。 

 

事務局（友藤）：５ぺージ、資料№５をご覧ください。 

【以下、『資料№５ 四街道市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法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』参照。概要・補足のみ記述】 

・介護保険法の法改正を受け、条例の基準となっている厚生労働省令が改正されたことに伴

い条例の一部改正を行うもの 

・実施対象とする根拠は、第６条第１項第３号。 

・本改正は、介護保険法の改正に基づく省令の改正により行うことから、６条２項３号に該

当するとし、適用除外 
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日野委員（委員長職務代理）：ご意見等ございますか。 

＞特にありません。 

 

日野委員（委員長職務代理）：では、次の案件お願いします。 

 

事務局（友藤）：はい。では、６ページ、資料№６をご覧ください。 

【以下、『資料№６ 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の

徴収に関する規則の一部を改正する規則の制定』参照。概要・補足のみ記述】 

・特定教育・保育（教育に限る。）又は特別利用教育を受けた場合の保育料について、千葉

市・市原市との広域連携を機に平成２９年４月から千葉市と統一したところだが、千葉市

が保育料を改正することから、本市においても同様の改正を行うもの 

・実施対象とする根拠は、６条１項５号ですが、本規則改正は保育料の改訂を行うもので、

金銭の徴収に関するものであることから、第５号に該当するとし、適用除外 

 

日野委員（委員長職務代理）：それでは、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

＞特にありません。 

 

日野委員（委員長職務代理）：はい。それでは、次の案件をお願いいたします。 

 

事務局（友藤）：はい。７ページ、資料№７をご覧ください。 

【以下、『資料№７ 四街道市こどもルーム条例の一部を改正する条例の制定』参照。概要・

補足のみ記述】 

・月の１５日以前に中途退所する場合に、退所した月分の保育料を半額にするため改正する

もの 

・実施対象とする根拠は、６条１項３号。 

・中途退所の場合の保育料の減額を行うもので、金銭の徴収に関するものであることから、

第５号に該当するとし、適用除外 

 

日野委員（委員長職務代理）：ご意見等ありますでしょうか。 

＞特にありません。 

 

日野委員（委員長職務代理）：はい。それでは、次の案件をお願いいたします。 

 

【以下、『資料№８ 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定』参照。概要・補足

のみ記述】 
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・地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、消防法に基づく危険物貯蔵

所等の設置許可申請に対する審査等の手数料の金額を改正するもの 

・実施対象とする根拠は、６条１項３号 

・法令の基準に基づいて行うものであること、また、金銭の徴収に関するものであることか

ら、第３号及び第５号に該当するとし、適用除外 

 

日野委員（委員長職務代理）：それでは、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

＞特にありません。 

 

日野委員（委員長職務代理）：はい。それでは、こちらで平成２９年度の実施予定の審議が

終わりました。続きまして、平成２９年度 市民参加手続の対象としなかった行政活動の手

続きについて、ご説明お願いいたします。 

 

○議題２ 平成２９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（友藤）：平成２９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に

つきましては、３件でございます。こちらは、市民参加手続の対象であっても、市民参加条

例第６条第２項の各号に該当するため、適用除外とした案件です。なお、第６条第３項の規

定により市民参加手続の対象としないことを決定した場合も公表するものとなっておりま

す。それでは、資料 No.９をご覧ください。 

【以下、『資料№９ 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の

徴収に関する規則の一部を改正する規則の制定』参照。概要・補足のみ記述】 

・特定教育・保育（保育に限る。）又は特別利用保育等を受けた場合の保育料については、

国が定める上限基準額を基に本規則において規定しているところだが、千葉市・市原市と

の広域連携を機に平成３０年４月から改定を行うもの 

・第６条第１項第５号の規定に該当するため、市民参加手続の対象となるが、保育料の改訂

を行うもので、金銭の徴収に関するものであることから、第５号に該当するため、適用除外 

・平成３０年１月１５日に公告、同日にホームページ掲載 

 

日野委員（委員長職務代理）：はい、ただいまの説明について、ご意見・質問等ありました

らお願いいたします。よろしいでしょうか。 

＞はい。 

 

日野委員（委員長職務代理）：それでは、次の説明をお願いいたします。 

 

事務局（友藤）：１２ページ、資料 No.１０をご覧ください。 

【以下、『資料№１０ 四街道市立保育所時間外保育運営規則の一部を改正する規則の制定』
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参照。概要・補足のみ記述】 

・特定教育・保育（保育に限る。）又は特別利用保育等を受けた場合の保育料の階層区分の

改正により、延長保育料の階層区分も見直し、その他所要の規定を整備するもの 

・第６条第１項第５号に該当するため、市民参加手続の対象だが、延長保育料の改定を行う

もので、金銭の徴収に関するものであることから、第５号に該当するため、市民参加手続

の適用除外 

・平成３０年１月１６日に公告、同日にホームページ掲載 

 

日野委員（委員長職務代理）：ご意見・質問等ありましたらお願いいたします。よろしいで

しょうか。 

＞はい。 

 

日野委員（委員長職務代理）：それでは、次の説明をお願いいたします。 

 

事務局（友藤）：１５ページ、資料 No.１１をご覧ください。 

【以下、『資料№１１ 四街道都市計画生産緑地地区の変更』参照。概要・補足のみ記述】 

・既に都市計画決定されている生産緑地地区において、主たる耕作者の故障又は死亡により

一部を廃止することに伴い変更するもの 

・第６条第１項第５号の規定に該当するため、市民参加手続の対象だが、都市計画法に基づ

き、都市計画変更手続き（法定縦覧・都市計画審議会）が行われることから、第３号に準

じ第６号に該当するため、市民参加手続の適用除外 

 

日野委員（委員長職務代理）：ご意見・質問等ありましたらお願いいたします。 

 

増田委員：生産緑地地区の変更とありますが、こちらはホームページで変更した場所は見ら

れるのでしょうか。 

 

事務局（齋藤）：手元には変更箇所の資料があるのですが、ホームページで公表しているか

の確認ができておりません。 

 

増田委員：建築関係で土地のことを調べるのですが、用途地域等を確認できないと困ります。

変更箇所をホームページで見られないのかと思い確認しました。 

 

事務局（岩林課長）：市民参加手続の適用除外としたことを公表するページには、掲載して

いないようです。 
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神委員：都市計画審議会のページには掲載されていませんか。都市計画審議会では、市民の

委員もいて、そこで決定されていると思うのですが、決定した内容が掲載されているかが問

題ですよね。 

 

増田委員：そうですね。 

 

事務局（齋藤）：掲載されていないようです。こちらは、市民参加手続の範囲外の部分で、

担当課がどのように公表をしているかという話ですので、確認しておきます。 

 

増田委員：わかりました。 

 

日野委員（委員長職務代理）：はい。それでは、石川委員長が到着されましたので、私はこ

こまでとさせていただき、進行を交代したいと思います。 

 

～議長交代～ 

 

事務局（岩林課長）：それでは、議題２まで終わりましたので、議題３から石川委員長に進

行をお願いしたいと思います。 

 

石川委員長：はい。平成３０年度の実施予定の評価についてです。ではご説明をお願いいた

します。 

○議題３ 平成３０年度 市民参加手続実施予定の評価 

事務局（友藤）：平成３０年度の実施予定につきましては、４件ございます。 

【以下、『資料№１２ 四街道市公共施設再配置計画の策定』参照。概要・補足のみ記述】 

・平成２８年３月に策定した四街道市公共施設等総合管理計画の実行計画として策定するも

ので、施設総量の縮減等の実現に向け各施設ごとの統廃合等の計画を示すもの 

・すでに市民参加手続を経て作成された公共施設等総合管理計画の実行計画であるため、第

６条第４項、任意での実施 

・実施する市民参加手続の方法として、第７条第１項第１号の意見提出手続、第４号の市民

会議手続 

・意見提出手続は、３０年１２月に実施予定、市民会議手続は、３０年８月～１０月予定 

 

石川委員長：それでは、ただいま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。 

 

神委員：市民会議手続のワークショップは、市民公募の対象は決まっていますか。例えば中
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学生以上など、どの年齢層に呼びかける予定なのでしょうか。また、ワークショップという

と参加型で進めると思うので、２０人や４０人などある程度の人数を要する形になると思い

ます。その人数をどういう形で集める計画なのか、教えていただけませんか。 

 

事務局（友藤）：現時点では担当課から人数や年齢層などの詳細な計画は聞いておりません。 

 

神委員：そうですか。 

 

事務局（齋藤）：条例上、あまり対象を狭くすることはできないと思います。特にこういう

方はぜひ、と呼びかけることはできるかもしれませんが、広く募集する形になる可能性が高

いと思います。 

 

神委員：ワークショップに施設の利用者を入れるのか、といったところを確認したいと思い、

質問しました。計画を立てるということはわかったのですが、このシートだけではどんな計

画かわからないため、きちんと内容が伴うものであるかが心配です。担当課の方はしっかり

と考えて実施されると思いますが、「こういう計画だから皆さんに意見を聞きたい」という

内容を市民にしっかりと示して聞いた方が、市民参加手続として意味があると思いました。 

 

石川委員長：はい。それではよろしいでしょうか。それでは、適切であるとさせていただき

ます。次に１３番お願いいたします。 

 

事務局（友藤）：はい。資料 No.１３と No.１４は関連しておりますので、続けて説明をして

もよろしいでしょうか。 

 

石川委員長：お願いいたします。 

 

事務局（友藤）：それでは、資料 No.１３と No.１４をご覧ください。 

【以下、『資料№１３ 四街道市個人情報保護条例の一部を改正する条例及び同条例施行規

則の一部を改正する規則の制定』『資料№１４ 四街道市情報公開条例の一部を改正する条

例及び同条例施行規則の一部を改正する規則の制定』参照。概要・補足のみ記述】 

・平成２９年５月３０日に施行された個人情報保護及び情報公開に関する各種法改正に伴い、

定義の明確化や条文の構造の整理等、所要の改正を行うもの 

・実施対象とする根拠は、６条１項５号 

・個人情報保護及び情報公開に関する各種法律並びに総務省通知に基づくものであって、第

６条第２項第３号に準じて第６号に該当するとし、適用除外 
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石川委員長：はい、それでは１３番と１４番につきまして、ご意見・ご質問等ありましたら

お願いいたします。 

＞ありません。 

 

石川委員長：では、適切であるとさせていただきます。次の案件をお願いいたします。 

 

事務局（友藤）：それでは、資料 No.１５をご覧ください。 

【以下、『資料№１３ 第２次四街道市環境基本計画の変更』参照。概要・補足のみ記述】 

・第２次四街道市環境基本計画（平成２６年度から３５年度）が中間年となることに伴い、

指標等の見直しを行うもの 

・実施対象とする根拠は第６条第１項第１号 

・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、第３号の審

議会等手続 

・意見提出手続は、３０年１０月に実施予定、審議会等手続は３０年８月予定 

 

石川委員長：はい、それではご意見・ご質問等ありましたらお願いいたします。よろしいで

しょうか。 

＞はい。 

 

石川委員長：では、適切であるとさせていただきます。全体の調整につきましては、委員長

に一任ということでお願いしてよろしいでしょうか。 

＞はい。 

 

石川委員長：では、答申書については私の方で調整させていただきます。それでは、事務局

から何かありますでしょうか。 

 

事務局（友藤）：はい、事務局から２点ご報告がございます。 

１点目、２２ページ、資料№１６をご覧ください。平成２９年度 市民提案手続の実施状

況です。 

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ともに公表すること

になっています。 

 平成２９年度第２回目として、２９年１１月１５日から２９年１２月１４日まで、市政だ

よりとホームページで募集を行いましたが、提案はありませんでした。 

以上、簡単でございますが、平成２９年度市民提案手続の実施状況について報告をさせて
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いただきました。 

 

２点目、市民参加条例の解釈及び運用等の変更についてです。１月に「解釈及び運用」と

「図解」の改定を行いました。 

２６ページ、資料№１７をご覧ください。こちらは、解釈及び運用の新旧対照表です。 

変更点のうち、主なものとして３点あります。 

 １つ目は、条例に出てくる「計画等の案」などの表現の整理について。２つ目は、組織変

更に伴い、課の名前を政策推進課からシティセールス推進課へ変更したもの。３つ目は、昨

年１０月に条例改正を行った部分で、市民参加推進評価委員会の任期の上限を削除したもの

です。 

 続きまして、３１ページをご覧ください。こちらは図解の主な変更部分を抜き出したもの

です。市民参加手続は、市役所の各担当課での事務手続きも複雑なため、より担当課に分か

りやすい形で提出書類や流れの図を整理いたしました。公募委員の皆様には、新しい「解釈

及び運用」と「図解」を事前にお送りしております。有識者の委員の皆様には本日お配りし

ましたので、ご確認いただければと思います。事務局からは以上です。 

 

石川委員長：何かご質問等ありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

＞はい。 

 

石川委員長：ありがとうございます。それでは、本日の議事について終了いたしましたので

事務局にお返しします。 

 

事務局（岩林課長）：石川委員、急いでお越しいただきありがとうございました。改めてご

紹介したいと思います。委員長から一言ごあいさつをお願いいたします。 

 

○委員長あいさつ 

 

事務局（岩林課長）：ありがとうございました。それでは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 


