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令和元年度 第１回市民参加推進評価委員会会議 議事録 

 

日 時 令和元年６月１１日（火） 

１４時から１５時４４分まで 

場 所 四街道市役所保育課２階会議室 

 

出席委員：６名（石川委員、日野委員、椎名委員、飯村委員、藤原委員、安井委員） 

欠席委員：２名（増田委員、神委員） 

職 員 ：岩林課長、齋藤係長、岸田、橋本、石田 

 

―会議次第― 

 

１ 開 会 

２ 議 題 

（１） 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 

 （２） 平成３０年度 市民参加手続の実施状況の評価 

（３） 平成３０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 

 （４） 令和元年度 市民参加手続の実施予定（追加）の評価 

 （５） 市民参加手続の実施予定・実施状況について 

３ その他 

４ 閉 会 

 

 

※今回委員会は、定数不足により不成立となった平成３０年度第３回市民参加推進評価委員

会に（平成３１年２月２７日開催）で諮問する予定であった案件を一緒に諮問しております。

なお、委員会不成立時、代わり次回委員会へ向けての事前打ち合わせを行い、諮問予定であ

った案件の内容の確認、コメント案の作成を行ないました。 

よって、今回委員会では、不成立時分の案件についてはコメント案のみ審議を行っておりま

す 

また、併せて初めに事前打ち合わせ時の議事録を掲載しております。 

 

○配布資料の確認 

○開会 

○あいさつ 
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以下、事前打ち合わせ議事録 

--------------------------------------------------------------------------------- 

市民参加推進評価委員会 事前打ち合わせ 議事録 

 

日 時 平成３１年２月２７日（水） 

１０時から１１時３２分まで 

場 所 四街道市役所保育課２階会議室 

 

出席委員：５名（石川委員、神委員、日野委員、飯村委員、安井委員） 

欠席委員：３名（椎名委員、藤原委員、増田委員） 

職 員 ：岩林課長、安永係長、齋藤主査補、友藤主事、橋本主事 

 

 

○配布資料の確認 

 

○ 

 

 

 

 

議題１ 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評価 

 

事務局（友藤）：【資料№１ 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】の概要説明 

  

○配布資料の確認 

 

○議題１ 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評価 

 

事務局（友藤）：【資料№１ 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】の概要説明 

本件は、３０年３月７日の市民参加推進評価委員会で予定シートを審議済みですが、条例

改正までに公表をしておりませんでした。事務局においても２９年度分の確認作業の際に見

落としており、今年度再度確認をしたところ公表をしていないことに気付いたものです。気

＊本日の打ち合わせについての確認＊ 

 ・本日は、市民参加条例施行規則第１０条第２項の規定委員数に満たないため、会議は不

成立。 

 ・不成立のため、諮問・答申ができない。本日審議予定だった議題は次回（３１年度第１

回）の会議で諮問・答申を行う。 

 ・本日は、次回の審議会の「事前打ち合わせ」という位置づけで、審議予定だった案件に

ついて、市民参加推進評価委員会としての「コメント案」を話し合う。その案を欠席者

にも共有し、次回の会議で正式に答申を行う流れとする。 
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付いた時点で担当課において公表の手続を行い、実施状況シートを提出いただいたところで

す。実施状況シート下段をご覧ください。庁内の組織である「市民参加推進本部会」として

のコメントがございます。本部会としては、「適用除外とすることは適切であるが、意思決

定後、条例改正までに速やかに公表するべきであった。」との見解です。ご審議のほどお願

いいたします。 

石川委員長： いつの時点で気が付いたのでしょうか。 

 

事務局（友藤）： 今年１月に事務局で気付き、すぐに担当課が公表を行いましたので、公表

日が３１年１月２４日となっております。 

 

神委員：市民参加推進本部が自覚している通りですが、本委員会としても、今後気を付ける

べき、などのコメントを入れたほうがよいと思います。 

 

石川委員長：少し慢性化しているのでしょうか。 

 

神委員：もしくは地方自治体の業務が増えすぎてしまって手が回らない、という状況なので

しょうか。近年、地方自治体の負担がどんどん増えており、今後もさらに増えることが予想

され、心配しております。市民参加手続がどこに位置付けられるかというのは意識していた

だきたいと思います。負担だから横に除けておく、となってしまうと今回のようなことが多

発してしまいます。他の案件を見てみると、トピックによっては市民の関心が集まっている

ようですが、そうでないものは意見が０件というものもあり、職員のモチベーションや必要

性が低くなってしまうと思います。そうすると、日々の業務の中で重要性の高いものを先に

処理するのは仕方のないところもあります。ただ、これは市民と地方行政の信頼関係を築く

ためのシートでもあると思います。 

 

安井委員：再発防止策はどのように考えているのでしょうか。これまでこのようなことはあ

りませんでしたので、慎重に考えていただきたいと思います。 

 

事務局（岩林課長）：シティセールス推進課としては、庁内での推進本部を開催し、市民参

加推進評価委員会を開催する、というのが第一義的な業務です。しかし、運用面でこのよう

な漏れ等が出てきており、各課の市民参加手続の進行管理をある程度実務として行う必要が

あると考えます。当課としては、各手続に漏れがないかなど、課内で定期的に確認する場を

設けようと話し合っているところです。 

 

石川委員長：わかりました。それでは、当委員会のコメント案としては、推進本部のコメン

トに、「再発防止に努めること」という内容を加えるということでよろしいでしょうか。 
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＞異議なし 

石川委員長：それでは、そのようにさせていただきます。 

 

 

○議題２ 平成３０年度 市民参加手続の実施状況の評価 

事務局（友藤）：【資料№２ 四街道市庁舎整備基本計画に基づく基本設計書の作成】の概要

説明 

 

安井委員：私は市民会議のメンバーとして参加しましたが、庁舎整備は流れてしまったので

すよね。 

 

事務局（安永係長）：延期になったということです。 

 

安井委員：延期ということですね。私がそれを知ったのは、自宅の郵便受けに入ってくる議

員からの情報紙です。時間があれば議会に聞きに行って情報を得ることも必要かと思います

が、市民としては今どうなっているかがわかりません。本委員会でも、委員の皆さんがどの

程度正しい情報を入手されているのか疑問に思いました。正しい情報を提供してもらえれば、

本委員会でもより具体的に話し合えると思います。去年私は自治会の役員をしていたので、

ある程度様々な情報が入ってきていましたが、役員が 1年で終わり、情報が入ってこなくな

りました。議員からの情報だけでは、各党派や個々の考えなどもありますので、それを公の

情報として受け取ってこの委員会で意見を述べるのもどうかと思います。私自身、今後委員

としてどのように動いていけばよいのかわかりません。資材価格がオリンピックの関係で高

騰していて延期、というのは聞いたのですが、オリンピック終了後に再スタートするのかな

ど、今後の流れについてはわかりません。 

 

事務局（友藤）：市民会議のメンバーだったにも関わらず、その後の情報が届いていないの

ですね。 

 

日野委員：メンバーというより、一人の市民としてではないでしょうか。議員の議会報告に

は書いてあっても、市からの情報が届いていないということですよね。 

 

安井委員：議員の情報紙を読めばよいのかもしれないですが、その情報をもとにこの委員会

で発言するというのはどうなのでしょうか。 

 

日野委員：市民会議の結果は、管財課からプレスリリースなど出ているのでしょうか。 
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事務局（齋藤主査補）：市のホームページでは、平成２４年から庁舎整備に関する情報は逐

一掲載されていて、６年間の流れはわかると思います。すべてを広報紙等に載せられるボリ

ュームではありません。 

 

事務局（岩林課長）：議会でも庁舎関連の予算を削除する修正案が可決され、議会としても

結果報告をホームページ等で行っているはずです。 

 

神委員：市政だよりではお知らせしたのでしょうか。 

 

事務局（岩林課長）：延期しますという告知はしています。市民の方には、こういった市の

広報媒体で見ていただくのが基本なのですが、委員の皆さんのように市外の方となると、ご

自身で情報を入手いただくようになってしまうのは事実です。しかし結果について非公開に

しているわけではありません。 

 

安井委員：市の体制としては問題ないということですね。あとは市民の意識の問題ですね。 

 

事務局（岩林課長）：難しいですね。どれだけ積極的に見てくださるか、というところです

ね。 

 

神委員：年齢層が高くなれば、ホームページの閲覧というのはなかなか難しいですよね。意

見提出手続でも詳細な書類を用意して意見を聞きますが、一般の市民の皆さんは、それだけ

の書類を読んで意見するのはなかなか難しいと思います。庁舎の関係は、この中でも市民の

関心が最も高いものだと思いますが。 

 

安井委員：私自身、庁舎の関係は一番初めに関わったものですから、延期することは残念な

思いが強いです。 

 

石川委員長：本来この委員会としては、基本設計書を作る過程で市民参加の手続が適切に行

われているかどうかを確認すれば良いと思うのですが、その後どうなったかというのは、次

の関心として当然あると思います。資料の最後に、このような手続を踏んできましたが、こ

ういった事情があって延期になった、などと記載された資料が１枚あると、一連の流れがわ

かってよいのではないかと思います。手続そのものというよりも、このように関心があるこ

とについては、今どうなっているかについて情報として提供いただけるとありがたいと思い

ます。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。 

＞異議なし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 
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事務局（友藤）：【資料№３ 四街道市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準等を定める条例の制定】の概要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

事務局（友藤）：【資料№４ 四街道市歯と口腔の健康づくり推進条例の制定】の概要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

事務局（友藤）：【資料№５ 四街道市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及び同条例施行規則の一部を改正する規則

の制定】の概要説明 

 

安井委員：前回のパブコメから何が変更されたのでしょうか。 

 

事務局（友藤）：区・自治会の承諾の部分です。 

 

安井委員：これは、吉岡の先の埋め立て地のことを指しているのでしょうか。クリーンセン

ターの移転先の土砂から何かが出てきたと聞きました。 

 

事務局（友藤）：埋め立て地との関連は事務局で把握できておりません。前回のパブコメか

らの変更点についてです。議事資料の７８ページが、改正案の概要となっております。表の

一番上の「区・自治会の承諾」の部分をご覧ください。前回は区・自治会の承諾を必須とし

ていましたが、パブコメで出された意見を受けて、今回は「承諾を得るよう努めること」と

変更したと聞いております。 

 

安井委員：市民から意見が出て、この部分を変更したということですね。わかりました。 

 

石川委員長：特定の場所を指しているわけではなさそうですね。「３０００平方メートル未

満のものについては市が管轄をします、その場合こういうものを経なければいけません」と

いうことですよね。ですから今ご指摘のあった場所もそうかもしれませんし、他の場所であ
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っても当てはまりますよね。 

 

安井委員：もちろんそうですね。 

 

石川委員長：他にご意見・ご質問等はありますか。 

＞特になし石川委員長：適切であるとさせていただきます。 

 

事務局（友藤）：【資料№６ 第２次四街道市環境基本計画中間年の見直し】の概要説明 

 

神委員：年末年始にかかる時期に意見提出手続を行うのは気になります。関心が行きにくい

時期だと思います。また、期間を１か月とっていると思うのですが、年末年始であれば１～

２週間長くしていただけるとよいと思います。必要な手続は行われていますが、一般的に長

期休暇の時期にあたる年末年始やお盆などの時期については配慮をお願いしたいです。 

 

安井委員：以前も年末年始に行っている案件がありましたよね。何か事情があるのですよね。 

 

事務局（齋藤主査補）：意図的に年末年始に実施しているわけではないと思います。 

 

神委員：今回の案件が問題というわけではありません。今後年末年始やお盆に実施する場合

は１週間程度長く設定するように配慮していただけるとよいのかな、と思った次第です。 

 

石川委員長：確かに、年末年始は市役所もお休みですし、市民も「そんなことをやっていた

の」と思うかもしれませんね。それでは、年末年始の意見提出手続の期間について少し検討

されてはどうかという意見があった、ということで、参考にしていただければと思います。

手続について他にはいかがでしょうか。 

＞特になし 

石川委員長：適切であるとさせていただきます。 

 

事務局（友藤）：【資料№７ 一般廃棄物処理施設附帯施設整備基本構想の策定】の概要説明 

 

日野委員：１００ページの、市民参加手続の対象とする根拠についてですが、基本構想の策

定ということで、市民参加条例第６条第１項第１号に該当することはないのでしょうか。 

 

石川委員長：基本構想とは言っても、第６条第１項第１号に該当することはないと思います。

関連して、私が気になったのは、第６条第１項第４号の方が適切ではないかということです。

「大規模な市の施設」の定義はどこかにありましたか。 
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事務局（友藤）：市民参加条例施行規則第４条に、「大規模な市の施設は、その設置に係る事

業費がおおむね５億円以上の市の建築物とする」とあります。担当課に確認したところ、５

億円はいかない見込みということで、第４項としております。 

 

石川委員長：焼却施設の全体は、５億円を超えますよね。その附帯施設とはどんなものでし

ょうか。 

 

事務局(友藤）：温浴施設などでしょうか。 

 

石川委員長：それらは本体とは別のもの、という捉え方ですね。しかしその施設を造るには、

本体に工夫をしないと造ることができませんよね。炉を発熱する構造にしないといけないの

で、本体に施設の影響があるということです。いずれにせよ、市民参加手続を行っているか

ら良いのですが、第６条第１項第４号だと審議会手続きが必要になるのですか。 

 

事務局（友藤）：第６条第１項第４号でも、第６条第４項でも、審議会等手続か市民会議手

続のどちらかが必須となります。 

 

石川委員長：ではどちらでも手続は変わらないということですね。直接５億円に満たないと

すれば、第４項で問題ないのでしょう。他にご意見・ご質問等はいかがでしょうか。 

＞特になし 

石川委員長：適切であるとさせていただきます。 

 

事務局（友藤）：【資料№８ 四街道市いじめ防止基本方針の改定】の概要説明 

 

神委員：いじめ防止基本方針は、市の方針ということですが、一番の中心となる対象は学校

におけるいじめということでよろしいのでしょうか。そうなると一番の対象は子どもになる

と思います。審議会等手続を行い、意見提出手続で１件の意見が出ていて、市民参加手続と

しては問題ないと思いますが、いじめを防止するという観点から考えると、不十分ではない

かと思いました。子どもから意見を聞くことが一番必要であるのに、それを一切しないで

淡々と進められていることが心配です。ただ、それが簡単なことではないということも理解

しているつもりです。 

 

石川委員長：１４４ページに「いじめの定義」がありますけど、やはり学校が中心なのです

よね。 
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神委員：何度も助けを求めても助けてもらえず虐待で亡くなってしまった子の事件もありま

したので、子どもがどうしたら助けてもらえるのか、どうしたらいじめを言い出せるのか、

どうしたら本人だとわからずに相談できるか、などについて子どもたちからアンケートをと

れたらよいと思いました。今回がファーストステップなのであればそれはそれでよいのです

が、目標を達成するプロセスとして、違った形の意見提出手続があってもよいのではないで

しょうか。以前、福祉関係の案件で利用対象者に意見を聞いていたものがあったと思います。

今回も、もしやっているのであれば、せっかくなので資料に入れていただけるとよいと思い

ます。 

 

安井委員：今は、マスコミなどでも千葉県が一番注目されていますからね。今回は、国や県

の改定を受けて改定したものですよね。パブコメ案の目次の参考資料を見ると、「命の教育」

や「いじめ撲滅キャンペーン」「アンケート」「相談窓口一覧」などが入っていますから、神

委員がおっしゃっていたことのフォローはされているのかなと思いました。 

 

神委員：難しいですよね。そもそも相談できていない子が一定数はいますから。国や県のい

じめ防止方針はあると思いますが、国や県が変えたから市も変えました、という体制ではい

けないと思います。いじめは簡単には相談できず、難しい問題であると思いますが、一番そ

の問題に取り組めるのは市町村です。パブリックコメントを行っても意見を出すのは難しい

と思うので、何か配慮いただけると、さらに良い方針につながると思います。 

 

石川委員長：実質化ということですよね。それでは、手続きとしては他にはよろしいでしょ

うか。 

＞特になし 

石川委員長：では、手続きについては適切であるとして、そのような意見があったことをお

伝えいただけたらと思います。 

 

 

○議題３ 平成３０年度 市民参加手続の対象としなかった行政活動の評価 

事務局（友藤）：【資料№９ 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定】の

概要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

事務局（友藤）：【資料№１０ 四街道都市計画生産緑地地区の変更】の概要説明 
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石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

事務局（友藤）：【資料№１１ 四街道都市計画地区計画（鷹の台住宅地区）の変更】の概要

説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

事務局（友藤）：【資料№１２ 四街道市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例の一部を改正する条例】の概要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

事務局（友藤）：【資料№１３ 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定】の概要説

明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

○議題４ 平成３１年度 市民参加手続の実施予定の評価 

 

事務局（友藤）：【資料№１４ 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定】

の概要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

事務局（友藤）：【資料№１５ 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定】
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の概要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

事務局（友藤）：【資料№１６ 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定】の概要説

明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

 

○その他 

（１）市民提案手続の実施状況について 

事務局（友藤）：【資料№１７ 平成３０年度 市民提案手続の実施状況】の説明 

 

石川委員長：提案はしばらく出ていないのでしょうか。できれば、次回はそれぞれの年度で

何件提案があったか、というのがわかる資料をつけていただけるとよいと思います。 

 

事務局（友藤）：２年ほど前に１件提出がありましたが、その前はしばらく提出がなかった

と思います。 

 

石川委員長：市民の関心がなくなったということなのでしょうか。 

 

日野委員：市民提案の手続自体が知られていないのでしょうか。 

 

事務局（友藤）：それもありますが、ハードルも高いのではないかと思います。 

 

石川委員長：もう少しハードルを下げることは考えていないのでしょうか。条例の規定だと、

結構面倒ですよね。 

 

事務局（友藤）：２０人以上の署名などですね。 

 

神委員：言いがかりなどではなく、それだけちゃんとした要望を受け付ける、という意図だ
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と思います。２０人というのも、ある程度納得できる数ではないでしょうか。昔は町内会な

どで合意をとれば２０人くらい集められたと思いますが、今は少子化で人も少なくなってい

ますから難しいのでしょうか。四街道市は人が増えているのですか。 

 

事務局（岩林課長）：微増しています。 

 

神委員：微増しているのですね。それでは、いろいろなところで広報をしていただけるとよ

いと思います。 

 

石川委員長：そうですね。この制度について、もう一度ＰＲしてもよいと思います。 

 

事務局（岩林）：市政だより等では毎回告知しています。 

 

神委員：どういう提案なら聞いてもらえるか、というのが難しいのでしょうね。これまで、

提出があってうまくいった案件にはどんなものがあるのでしょうか。 

 

事務局（齋藤主査補）：広島・長崎への中学生の派遣などがあります。 

 

神委員：そういう実現した事例を目に見える形で載せると、どのような提案があったのかと

いうことがわかると思います。 

 

事務局（岩林課長）：市政だよりでお知らせするときには、過去にどのような提案があった

のか、ということは書いています。市民提案手続そのもののイメージが沸きにくい、という

ことはあると思います。また、ハードルが少し高いこともあります。行革等が進んでいる中

で、行政内部の事務処理との関係もどうしてもあります。もちろん、市民目線で考えるとハ

ードルを下げたほうがよいとは思います。 

 

石川委員長：一人の突飛な思いが出ることを防止し、ある程度まとまった意見なのだという

ことを担保する、という意味だと思いますが、もう少し考えなくてはいけない時期かもしれ

ませんね。 

 

 

（２）資料の添付について 

事務局（友藤）：現在、実施予定シート、実施状況シートに加えて公告の写しなどの添付書

類があり、議事資料の量が大変多くなっております。そこで、資料の添付内容を見直したい

と思います。事務局の案として、変更する部分をお伝えします。 
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○添付するもの 

 ・意見の概要と市の考え方（これまでは冒頭のみだったが、全体を添付） 

○添付しないもの（公表資料については事務局においてチェック） 

・公告の写し（形式が決まっている） 

・市政だより掲載内容（今年度８月から表形式で統一している P９１参照） 

・ホームページ掲載内容（必要に応じて webでご確認いただく） 

それ以外はこれまで通り。（計画等の案は一部抜粋して添付、諮問書・答申書は添付、等） 

 

事務局としてはこのように考えておりますが、よろしければ次回の会議より変更させていた

だきたいと思います。 

 

石川委員長：所定のフォーマットのものは省略し、公告等についても事務局で確認をすると

いうことで、できるだけ資料を控えるということですね。これはもっともなことだと思いま

す。今はペーパーレス化も進んでいますし、資源の有効活用という観点からも当然の傾向だ

と思います。私としては、一人ずつ画面があって見られるとよいのですが、こういう施設だ

と設置するのも大変ですね。ですから例えば大きな画面を一つ用意して資料を映し出し、ち

ゃんと公表していることが確認できればよいと思うのです。もちろん事前に見ているとは思

うのですが、現在の話し合いのスピードで、何ページに公告、何ページにホームページなど

と資料をめくるのは、あまり意味がないかもしれません。「確かにやっている」ということ

の確認であれば、画面に映し出して確認するのも一つの方法かと思います。今回結論は出さ

ずに、次回一度試しにやってみましょうか。 

 

神委員：石川委員長がおっしゃったように確認ができればよいと思うので、ノートパソコン

などを持ち込んでできると思います。 

 

石川委員長：大型の画面が１台あれば済みますので、そうすると結構資料を削減できるので

はないでしょうか。シートそのものは省略できないと思いますが。 

 

事務局（岩林課長）：行政はＩＴ化が全然進んでいない、と言われます。会議で使えるタブ

レットなどがあればよいのですが。 

 

石川委員長：もっと簡単なのは、オーバーヘッドプロジェクタ（ＯＨＰ）ですね。資料を一

部作っておけば、一番早く簡単にできます。 

 

事務局（岩林課長）：ＰＤＦ化するなど、事務的には色々とできると思います。 
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神委員：労力としては、ＰＤＦの方が少しは楽になりますか。 

 

事務局（岩林課長）：まだわかりませんね。 

 

安井委員：これだけの資料をまとめるのは大変ですよね。 

 

石川委員長：一番簡単な方法でよいと思いますよ。 

 

神委員：私もそう思います。ただ、事務局が見ているから大丈夫という認識ではなく、我々

もチェックをしないといけないと思います。初めのうちはちゃんと見ていても、ルーティン

ワークになってどんどんいい加減になってしまってはいけませんから。 

 

石川委員長：公表資料を実際に見て確認をした、という足跡を残す必要があると思います。

事務局が確認したからそれで大丈夫、という認識では済まない気がします。一番簡単な方法

で、確認する段取りをとっておいた方がよいと思います。 

 

事務局（岩林課長）：現状では、実施状況シートに公告やホームページ等の情報を記載して

おり、それで代用させてほしいというのが基本的な考え方なのですが、実際に見た方が安心

感はありますね。 

 

神委員：今はこのように資料として出していただいているので、どんな文章か、ちゃんとア

クセスができるか、などがわかりますが、シートだけだとどんな形式で公表しているのか不

安が残ります。１台ノートパソコンを用意して資料を見られるようにするとよいと思います。 

 

事務局（岩林課長）：行政は紙が多すぎますよね。わかりました。検討させてください。 

 

石川委員長：一番簡単な方法で、持っている機材でできる方法で考えてみてください。それ

では、次回の正式な委員会に提出するコメント案等の作成についてはご一任いただけますか。 

＞異議なし 

石川委員長：では、そのようにさせていただきます。 

 

○閉会 

事務局（岩林課長）：それでは本日の話し合いを終了したいと思います。 

＞ありがとうございました。 

 

以上 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

以上、事前打ち合わせ議事録 

 

 

 

以下、今回委員会議事録 

 

石川委員長：それでは本日の議事に入ります。 

本日の議事は、「平成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」、

「平成３０年度 市民参加手続の実施状況の評価」、「平成３０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」、「令和元年度 市民参加手続の実施予定の評価」、「市民参

加手続の実施予定・実施状況について」でありますが、今回は前回事前打ち合わせ分（平成

３０年度第３回市民参加推進評価委員会不成立分）の議題を含んでいるため、初めに事前打

ち合わせ分の審議から行いたいと思います。なお、事前打ち合わせ分につきましては既に内

容の確認、コメント案の作成を行っておりますので、コメント案のみの確認を行い、異議が

なければ審議成立としたいと思います。 

それでは事前打ち合わせ分について事務局から説明をお願いします。 

 

～事前打ち合わせ分議題一覧～ 

 

No.１   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 

No.２   四街道市庁舎整備基本計画に基づく基本設計書の作成 

No.３   四街道市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の

制定 

No.４   四街道市歯と口腔の健康づくり推進条例の制定 

No.５   四街道市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及び同条例施行規則の一部を改正する規則の制定 

No.６   第２次四街道市環境基本計画中間年の見直し 

No.７   一般廃棄物処理施設附帯施設整備基本構想の策定 

No.８   四街道市いじめ防止基本方針の改定 

No.９   四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 

No.１０ 四街道都市計画生産緑地地区の変更 

No.１１ 四街道都市計画地区計画（鷹の台住宅地区）の変更 
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No.１２ 四街道市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を改正する

条例 

No.１３ 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 

No.１４ 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 

No.１５ 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 

No.１６ 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 

 

 

岸田：事前打ち合わせ分につきましては、資料 No.１「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」のみ「適用除外とすることは適切で

あるが、意思決定後、条例改正までに速やかに公表するべきであった。再発防止策を検討さ

れたい。」とコメント案を頂いており、その他の案件につきましては「適切である」とコメ

ント案を頂いております。 

ご審議をお願いします。 

 

石川委員：何かご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

＞異議なし 

石川委員：では、コメント案のとおりとさせていただきます。 

 

○議題１ 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」 

 

※事前打ち合わせ分しかなかったので前述のとおりコメント案のみ審議 

 

 

○議題２ 平成３０年度 市民参加手続の実施状況の評価 

事務局（岸田）：【資料№１ 第８次行財政改革推進計画の策定】の概要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

 

事務局（岸田）：【資料№２ 四街道市上下水道事業ビジョンの策定】の概要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 
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＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

 

事務局（岸田）：【資料№３ 四街道市教育振興基本計画（後期計画）の策定】の概要説明 

 

石川委員長：８５ページ以降に意見が出されたものに対して区分（三角形、四角形）という

ものがありますが、これはどういうものですか。 

 

事務局（齋藤係長）：三角形については、計画上すでに含まれているものに対して同様の意

見があったものではないかと思われます。 

 

事務局（岩林課長）：もともと計画に織り込まれていたものに近い、もしくはほぼ同じよう

な意見を指すのだと思います。 

 

石川委員長：直接内容に関わるようなご意見は特になかったということですね。 

 

事務局（岸田）：はい、ご意見を受けての変更はなかったということです。 

 

安井委員：先ほど意見提出が１８件とご説明されましたが、７４ページの実施状況シートを

見ると全体で２５件の意見があったと記載されています。そのうち反映しなかったのは１８

件でその他は７件。つまり、反映しなかったものは全くなかったということでしょうか。 

 

事務局（岸田）：はい。 

 

安井委員：先ほど１８件とおっしゃられていましたが、その数字はどこから持ってきたので

しょうか。 

 

事務局（岸田）：全２５件のうち、１８件は意見提出と認められる内容のもので、その他の

７件に関してはそもそも今回の意見提出のカテゴリーに含まれる意見ではなかったという

ことです。 

 

安井委員：そういうことですね。わかりました。 

 

石川委員長：他になにかございますか。 

＞特になし 
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石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

 

事務局（岸田）：【資料№４ 四街道市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】の概要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

 

事務局（岸田）：【資料№５ 四街道市地域防災計画の見直し】の概要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

 

安井委員：これも残念ながら市民からの意見はありませんでした。構成員４７名（市民会議

の人数）で打ち合わせをしていただいて、立派なマップ図ができましたね。全各家庭に配布

されましたが、それを今後住民がいかに活用するかという部分だと思います。 

 

飯村委員：この時の構成員というのはどういうメンバーですか。専門家の方ですか。 

 

石川委員長：おそらく各機関の代表者が出ているのだと思います。 

 

安井委員：これは防災会議とは別のものですよね。 

 

事務局（齋藤係長）：防災会議ではなく市民会議です。 

 

安井委員：市民会議ですよね。 

 

事務局（齋藤係長）：自治会の役員が主体になっているかと。ルール上防災会議は公募市民

が入っていない関係で手続としてはその他手続で行っております。ですから別途市民会議手

続を行っております。 

 

石川委員長：なるほど、市民参加手続上の審議会ができない分市民会議をやって全体の調和

をとったということですね。 
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事務局（齋藤係長）：市民会議は一回しか行われていないため、十分と言える回数かどうか

というと難しいところですが、市民参加手続のルールを順守する上で市民会議を選んだとい

うところです。 

 

安井委員：でも今までに無いような立派な会議でしたよね。 

 

椎名委員：住民としては防災会議だけだと有事の際の実効性を担保するのが難しいですから

ね。 

 

石川委員長：防災会議そのものには自治会長さん等は入ってはいるのですよね。 

 

事務局（齋藤係長）：そうですね。 

 

石川委員長：警察が入ったり、県庁が入ったり、いろいろ入っているのですよね。 

 

事務局（齋藤係長）：担当課からもこれを正式な手続として、あるいは準じたものとして取

り扱えるかという相談はありました。もし今後そのような捉え方ができるのであればそのよ

うなご案内はできると思います。 

 

石川委員長：ちなみに計画策定の権限は防災会議にあるのでしたよね。 

 

事務局（齋藤係長）：はい。防災会議は決定機関に該当します。 

 

石川委員長：そういうことですよね。厄介ですね。 

 

事務局（齋藤係長）：意見提出手続の後に防災会議をやっているのです。市民参加手続上、

色々矛盾が生じている状態です。 

 

石川委員長：なかなか難しいですね。市民参加手続を経て防災計画を決めるはずなのに、防

災会議が決定機関なので後になってしまうのですよね。 

 

安井委員：有効にならないというケースが出てきてしまうのですね。 

 

石川委員長：防災会議そのものは法定の会議であって、法定の要件を満たしていればいいと、

その中に公募市民が入っていれば、市民参加手続に該当するのかという問題が出てきてしま

うのですね。 
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椎名委員：実態を考慮して最終決定は防災会議という流れが最終的にはいいのではないかと

思います。 

 

事務局（齋藤係長）：条例改正をしなければいけなくなるかもしれないですね。 

 

石川委員長：いずれにしても工夫しないと難しいのではないかと思われます。今回に関して

は市民会議を行ったというのはいいのではないですかね。 

 

椎名委員：形としては全然問題ないと思います。 

 

石川委員長：市民参加条例でいう機関には当たらないのですよね。首長や警察署長まで入っ

ていますから。 

 

事務局（齋藤係長）：意見提出手続が最終決定をする手続だということを踏まえると、イレ

ギュラーな手続になってしまっていますよね。 

 

日野委員：今回はたまたまゼロですけれども、もし意見提出手続で意見が出たとしたら防災

会議でどのように議論するのですかね。 

 

石川委員長：出た時の対処が難しいですよね。 

 

事務局（齋藤係長）：本来意見提出手続に対する意見は市の機関が検討した上で出すもので

すから、それを防災会議にかけることになってしまいますよね。 

 

石川委員長：正確に言うと（防災会議は）市の機関ではないのですよね。今後どうするかは

研究していただければと思います。他になにかございますか。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

 

事務局（岸田）：【資料№６ 四街道市総合計画後期基本計画の策定】の概要説明 

139ページ、市民会議手続の実施状況シート及び 154ページの意見交換会手続の実施状況シ

ートの下段に庁内の組織である「市民参加推進本部会」としてのコメントがございます。本

部会としましては、両市民参加手続の結果公表は、意見提出手続の結果公表と同日、または

それより後の日で行われていますが、市民参加手続の運用上、意見提出手続が市民参加手続
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の最終段階で行われるものであることから、意見提出手続の前になされるべきだったとの見

解です。 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

 

石川委員長：全体のフローを見られる資料は何かありますか。 

 

事務局（岸田）：１３３ページの総括表がそれに該当します。 

 

事務局（齋藤係長）：その他の方法を取ったあと市民会議を行い、１年以上継続的に審議し

ている途中段階で意見交換会を行っております。後に、最終段階でパブリックコメントを行

っております。 

 

石川委員長：わかりました。本部会コメントにある「前に提出される前に発表されるべきで

あった」というのは順序として現実的なのですか。 

 

事務局（齋藤係長）：前段の市民会議の手続きが２９年１２月に終わっているのですけれど

も、結果公表が３１年３月になっています。これはパブリックコメントの結果公表の後にな

っております。 

 

石川委員長：これはなぜですか。 

 

事務局（齋藤係長）：事務局の事務調整が遅れたということと、市民会議の結果を意見提出

手続の市の考え方と出来るだけ近い形で調整をしたかったということです。 

市民会議で出た意見に対して市の考え方を示した後、意見提出手続で出た意見に対して方向

性の違う市の考え方を示した時に混乱を招くのではないかといったところで、公表を出来る

限り遅らせていたということです。 

本来であればそれぞれの手続に対して市の考え方を示せば良かったのですが、全体の整合性

を図ろうとして遅れてしまったということです。 

こちらとしても案内が不足していたと感じているところです。 

 

石川委員長：しかし、基本的にはその都度適切に反応して意見を示し、またそれについて意

見があれば市の考え方を示していくというような手続が必要だと思うのですが。 

 

事務局（齋藤係長）：おっしゃる通りです。最後まで整合性を図ろうとすると、今後すべて

の手続が同様になってしまいますよね。 
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石川委員長：ですから、全体の手続として何を行ったかということはいいとしても、ひとつ

ひとつに丁寧に答えていくという姿勢が必要だということが言えそうですよね。その他いか

がでしょうか 

 

日野委員：市民会議手続の中で結果公表が遅れたということですけれども、会議の中で意見

を出したから方からのクレームはなかったのでしょうか。意見を言った側からすると気にな

る部分だと思いますが。 

 

事務局（岸田）：事務局としてそこまで把握はしていないのですが、出たということは聞い

ておりません。 

 

事務局（齋藤係長）：事務局側でなにかあれば対応していたのかもしれませんが、細かいや

り取りまでは調査しておりません。しかし、１年以上期間が空いているため、意見を言った

方からすれば当然気になる部分だと思います。 

 

椎名委員：標準処理期間はないのでしょうか。一定のルールみたいなものが必要なのではな

いかと思います。 

 

事務局（岩林課長）：この計画は４年に渡る長いものですので、失念してしまう恐れもある

かと思います。 

 

石川委員長：タウンミーティング（意見交換会手続）に関してはきちんと結果を出している

のですよね。 

 

事務局（岸田）：これも意見提出手続の結果公表と同日に公表していますね。 

 

事務局（齋藤係長）：本当は意見提出手続が行われる前に出さなければいけません。意見提

出手続の結果公表と同日だと、この意見交換会手続は何に反映されているのかわからないと

いうことになります。 

 

椎名委員：何のためだったのかって思いますよね。 

 

石川委員長：つまり、個々の手続については適正に行われているが、それぞれについてきち

んとした対応をしていないために手続に齟齬がある感じがありますね。流感が整っていない。

他者の意見が出てきて、それを受けた案が出てきて、それに対してまた意見が出て最後に意
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見提出手続で出す訳ですから、きちんと反映されていくという過程を踏まないと駄目だなと

いう感じがしますね。 

正式な案はまた最後にまとめますが、それぞれの手続は行われているけれども、その手続き

に対して、きちんと順序を踏んで最後がまとまるような形が十分とられていないということ

ですね。そういうことを踏まえると、手続が完全に適切であるとも言い切れませんね。 

 

事務局（岸田）：実施状況シートの市民参加推進本部コメントに項目があって、「条例、規則

等に即した実施（期間、公表事項の順守等）」のところのみ本部会では適切でないとしてい

るところです。 

 

石川委員長：例えば項目の中の意見の取り扱い（反映状況の適切さ、結果公表のわかりやす

さ）がとても良いものだとしても、その手続後に出されたら何の役にも立たない。そういう

意味で正しく順序を踏んで、最後にまとめが来るようなうまい組み合わせをしておかなけれ

ばいけないということですよね。行うべき手続は行っているけれども、最終的に全体がきち

んと噛み合って市民の意見が反映されるような仕組みにはなっていないということですね。 

そのような意味でよろしいでしょうか。 

＞異議なし 

石川委員長：それでは、そのようにコメントをつけたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

 

 

○議題３ 平成３０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（岸田）：【資料№７ 四街道市個人情報保護条例及び四街道市情報公開条例の一部を

改正する条例の制定】の概要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

 

石川委員長：結局条例改正はしなかったのでしょうか。 

 

事務局（齋藤係長）：改正して３月２６日に公布しております。 

 

石川委員長：条例改正はしたけれども規則の改正はしなかったということでしょうか。 

 

事務局（岸田）：規則改正は次の審議案件になります。 

 

石川委員長：わかりました。いかがでしょうか。 
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＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

 

事務局（岸田）：【資料№８ 四街道市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則の制

定】の概要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

 

事務局（岸田）：【資料№９ 四街道市使用料条例等の一部を改正する条例の制定】の概要説

明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

 

事務局（岸田）：【資料№１０ 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定】

の概要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

 

事務局（岸田）：【資料№１１ 四街道都市計画ごみ焼却場の変更】の概要説明 

本行政活動については、ホームページでの公表が公告との間に期間の隔たりがあります。よ

って、実施状況シートの本部コメント欄にあるとおり、適用除外のホームページでの公表に

関しては、公告と同じ時期になされるべきだったとしました。 

ご審議をお願いします。 

 

石川委員長：どうしてこうなったのでしょうか。 

 



25 

 

事務局（岸田）：ホームページでの公告を失念していたということです。 

 

石川委員長：そうですか。わかりました。本部コメント案のとおりということでよろしいで

しょうか。 

＞異議なし 

石川委員長：それでは、これを元にコメントを作成したいと思います。 

 

事務局（岸田）：【資料№１２ 四街道市放課後児童健全育成事業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】の概要説明 

本行政活動については、議決日から適用除外の公告、ホームページでの公表を行うまでに期

間の隔たりがあります。よって、実施状況シートの本部コメント欄にありますとおり、本行

政活動が適用除外であることがわかった時点で速やかに行うべきだったとしました。 

ご審議をお願いします。 

 

安井委員：少し多いですね。これも忘れていたということですね。 

 

事務局（岸田）：はい。 

 

石川委員長：これもそうですよね。 

 

安井委員：ちなみに学童自体はこの改正で良くなるものなのでしょうか。 

 

石川委員長：大卒２年で短大卒と同じになり、指導員になることができるというようなもの

ですので、あまり変わらないと思います。 

 

安井委員：従来よりも対象が広がるという意味ではないのですか。 

 

石川委員長：そういう意味でもありません。専門職大学という大学が出来、その中で４年間

のうち２年間勉強した人は短大卒と同じ取り扱いになり、指導員になることができるという

ものです。 

 

安井委員：そういうことなのですね。わかりました。 

 

石川委員長：そうしましたら、この件についても本部会のコメントを元にコメント案を作成

するということでよろしいでしょうか。 

＞異議なし 
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石川委員長：それでは、そのようにさせていただきます。 

 

 

事務局（岸田）：【資料№１３ 四街道市税条例等の一部を改正する条例の制定】の概要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

事務局（岸田）：【資料№１４ 四街道市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定】の概

要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

 

安井委員：地方税法の改正に伴って項ズレするということはよくあることなのでしょうか。 

 

石川委員長：そうですね。地方税法は大体毎年改正があるのですが、すべて急に行われるの

です。国の方が急に変えてきて、自治体の方は間に合わないので専決処分というものを行い

ます。議会にかけないで市長が単独で決定するというものであるため、このようなことが多

くなってきます。今まで５条であったものが６条、あるいは４条になってしまうということ

が起こってしまうわけです。 

 

安井委員：わかりました。ありがとうございます。 

 

石川委員長：それでは、適切であるということでよろしいでしょうか。 

＞異議なし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

事務局（岸田）：【資料№１５ 四街道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す

る条例の制定】の概要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

 

安井委員：これは地元住民にとってなかなか難しい問題です。 

 

石川委員長：指定のごみ袋でないと回収されないということがあるということですか。 
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安井委員：そういうことではなく、各自治会に役所側から説明があるのですが、その説明が

全部行き渡っていないのです。全体に周知するのはなかなか難しいみたいですね。 

 

石川委員長：四街道も一定の場所にごみを集めるようなステーション方式ですよね。 

 

安井委員：そうです。 

 

石川委員長：本来説明はやらなくてもいいことだけれども、大事なことなのでそれぞれの自

治会ごとに説明をやったということですね。 

 

石川委員長：では、適切であるとしてよろしいでしょうか。 

＞異議なし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

○議題４ 令和元年度 市民参加手続の実施予定（追加）の評価 

事務局（岸田）：【資料№１６ 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定】の概要説

明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

 

日野委員：これは消防絡みの改正ですか。 

 

事務局（岸田）：はい。消費税増税に伴う危険物施設設置に係る手数料の変更です。 

 

日野委員：わかりました。ありがとうございます。 

 

石川委員長：他にいかがでしょうか。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

 

事務局（岸田）：【資料№１７ 四街道市介護保険条例の一部を改正する条例の制定】の概要

説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 
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石川委員長：これは審議会が開かれるのではないでしょうか。 

 

事務局（齋藤係長）：市民参加手続外の審議会が開かれると思います。 

 

石川委員長：そうですよね。いずれにせよ内容は賦課徴収ですから市民参加手続は必要ない

ということですよね。よろしいでしょうか。 

＞異議なし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

事務局（岸田）：【資料№１８ 四街道市下水道条例及び四街道市事業給水条例の制定】の概

要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

 

事務局（岸田）：【資料№１９ （仮称）第２次四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略の

策定】の概要説明 

 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

 

○議題５ 市民参加手続の実施予定・実施状況 

事務局（岸田）：【資料№２０ 市民参加手続の実施予定・実施状況について】の概要説明 

石川委員長：ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

＞特になし 

石川委員長：それでは、適切であるとさせていただきます。 

 

○その他 

・議事資料についての変更点、感想について 

① 個別に配布する資料を紙媒体のものに加え、事前にＰＤＦデータ版の議事資料を配信し、

各自所有する電子機器にダウンロードし、それを持参してもらうことで、データ媒体の
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資料を見ながら会議に参加できるようにした。（どちらがいいかは事前に選んでもらう

方式） 

② 議事資料を使用しスクリーンに投影することで、全体で情報を共有しやすいようにした。 

 

以下議事録 

 

藤原委員：スクリーンは小さくて見えなかったです。 

 

石川委員長：率直に申し上げますと、今回の方法ですと手間が大きいのではないかと思いま

す。なので、Ａ４縦の実施予定・状況シートを上半分と下半分に区切って投影するのいかが

でしょうか。スクロールすることでページ全体の確認ができると思います。 

 

事務局（齋藤係長）：見やすくなるとは思いますが、ページ間での行き来をしなければいけ

なくなったとき手間がかかりそうですね。そうするといままで通り手元で見た方が早いと思

います。 

 

藤原委員：一読性に欠けるので難しいと思います。パワーポイントであれば見やすくなると

は思います。紙資料はスクリーンに投影するのに向いていないと思います。 

 

事務局（岩林課長）：大きさが２４ポイント以上なければ今回の方法は難しいですよね。あ

とは事前に送付する資料と重複してしまうのも問題だと思います。 

 

椎名委員：二度手間になってしまって大変ですよね。 

 

石川委員長：家でパソコンを使う人はわざわざ紙ベースで送付しなくてもＰＤＦで送っても

らえばいいと思います。ただ普段使わない方に関しては紙ベースで送付する方がいいと思い

ます。しかし端末を各自が用意しなければいけないということになるとまた大変ですよね。 

こういう仕組みを作るにはシステムとインフラが必要です。例えば各自の席にディスプレイ

が設置されていて、事務局が操作すればそれぞれの画面に同じ情報がでるというような状況

であれば選択肢に入ると思います。 

 

藤原委員：もっと情報化が進んで、こういう会議もネットでできるようになればいいのです

が、そこまで行くには何年かかるかわかりませんね。 

 

日野委員：（パソコンを持参）実際使ってみて思ったのですが、ページ数が飛ぶ移動が大変

だなと感じました。それとメモをしたいときにＰＤＦの中に書き込みをするのが難しいです。 
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しかし、事前に資料を送付する手間との関係性でこちらの方が楽であればこの方法もありか

と思います。 

 

事務局（岸田）：データですとすぐに届く利点がありますからね。 

 

石川委員長：私個人としてはＰＤＦで送っていただければすぐに見られるので問題はないの

ですが、本当は全員が同じ条件でなければいけないのですよね。操作が出来る、出来ないに

関わらず、画面を見ただけで全員が理解できるようなシステムでなければなりません。 

やはりインフラとシステムがないとなかなかうまくいかないですね。 

今時の大学ですと５００人規模の大きい教室だとしても一人の席に一ずつコンセントがあ

り、パソコンを使えるようになっているのです。 

 

藤原委員：今若い人でパソコンを持っていない人も増えていますけどね。 

 

日野委員：大体の人はスマホですよね。 

 

事務局（岩林課長）：あとは紙ベースのフォームになっているので,それ自体がディスプレイ

で見るのに適していませんね。インフラ面とフォーマットの面、行政自体が両方改善しない

と難しいですよね。いずれにせよ、現時点では紙の方がいい方は紙ベースのものをお送りし

て、普段パソコンを使っているのでデータがいいという方には今回の通りデータでお送りす

る方法でいいと思います。 

 

石川委員長：データですと郵送料がかからなくなるのはいいですよね。 

 

事務局（岩林課長）：そうですよね。あと紙だと嵩張って運ぶのが大変だという方もいます

しね。その点については今回の方法でお応えしようとしたところです。 

 

事務局（齋藤係長）：スクリーンへの投影がそれほど効果的でないとすれば、次回はスクリ

ーンのみがない形で審議をしていただくのか、紙に戻すのかどちらがいいでしょうか。結構

準備にも時間がかかりますし、部屋の環境にもよってきてしまいます。電気の取り付け方に

よっては全部消さないとスクリーンが見づらいですとか。部屋選びの問題も出てきます。 

 

石川委員長：まさにインフラとシステムの問題ですね。ですがこのような心意気はいいと思

いますし、将来はそうなっていくと思いますけれどもね。その時には電子会議用会議室があ

ったりするといいですね。 
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安井委員：庁舎を立て直すときにはあるといいですね。 

 

日野委員：市のホームページや公告の写しに関しては今回の方法でも大丈夫だと思います。 

 

石川委員長：そうですね。そしてやった項目、たとえばホームページでの公表はいつ行った、

とかだけを一覧表にしてまとめておくといいかもしれないです。 

 

事務局（岸田）：実施予定、状況シートのみ紙でお送りして、その他の資料についてはスク

リーンに投影するということですか。 

 

日野委員：そうですね。付属資料に関してスクリーン投影のみでいいと思います。 

 

事務局（岸田）：それがなくなればだいぶ資料が減りますね。ただ、事前にご自宅で確認し

にくいのかなという部分は出てきてしまいますね。ＰＤＦで確認できる方はいいですが、紙

で確認される方は付属資料を見られなくなってしまいますので。 

 

事務局（岩林課長）：その辺諸々を考えると紙ベースでの議事資料に戻した方がいいかもし

れないですね。それと庁内の組織、市民推進本部会の方では紙ベースで行っておりますので、

それとの都合を考えるとやり方を合わせた方がいいかもしれませんね。 

 

石川委員長：庁内は紙ベースで行って、委員会は紙なしで行うとなると、逆転現象な感じが

しますね。 

 

事務局（岩林課長）：本部会は円卓が設置されている公室で行いますので、やはり紙ベース

になってしまいます。そうすると、本部会で使った資料を帳票の部分と資料の部分に分けて

作り直さなければならなかったり、編集が必要だったり諸々あって手間がかかります。 

 

椎名委員：やはり紙でやった方が効率的にはいいと思います。 

 

石川委員長：ただ、今日議事の中で手続に関する事務を忘れていたなどの事例がありました

が、それが起こらないように各担当課に各作業について記録をつけてもらい、それを横長の

シートにし、スクリーンに投影すればいいのではと思います。 

 

日野委員：今回思ったのが、まず各課で市民参加手続の理解がどこまで浸透しているのかと

いうことです。異動もあったりして失念したりすることもあるかと思いますが。 

ですが、市民参加手続とはこういうものだという周知することが必要だと思います。 
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事務局（齋藤係長）：周知と言っても、結局担当者レベルの話になってしまいますので、そ

の上司が理解しているのかといいますとそうとも言い切れないのが現状です。 

 

石川委員長：少なくとも上司はもっと理解していなければ駄目ですね。 

 

事務局（岩林課長）：具体的な数字はないのですが、前よりは失念していた、といったこと

は随分減ったかと思います。 

 

石川委員長：やはり各作業をフローにして、作業完了日に記録を残してもらうのがいいと思

います。そうすれば一目瞭然ですよ。 

 

事務局（齋藤係長）：担当課にチェックシートをつけてもらうということですね。 

 

石川委員長：そうです。ですので、現在の様式を変更してもいいと思います。 

 

事務局（齋藤係長）：委員会で使う資料ということでチェック機能を持たせるということで

すね。 

 

石川委員長：そういうことです。そうすればたとえば意見提出手続はどういうものなのか、

いつからいつまで行ったのかということが明らかになって流れが明確になると思います。 

 

事務局（齋藤係長）：別途チェックシートを作った方が現在の様式を作り替えるよりは手間

はかからないように思います。 

 

石川委員長：それでもいいと思います。 

 

椎名委員：必ず回答を求めるようにしないとチェックシートの意味をなさないので注意しな

ければなりませんね。 

 

日野委員：そのようなチェックシートができれば膨大な資料が圧縮できますね。 

 

事務局（齋藤係長）：そうするとそのようなチェックシート委員の皆さんにお送りして、ホ

ームページのコピー等についてはお送りしないようにするということですね。 

 

日野委員：それもひとつの方法だと思います。 
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石川委員長：今日出ているホームページは今でも検索可能ですか。 

 

事務局（齋藤係長）：可能です。 

 

石川委員長：それならば、チェックシートにホームページアドレスも記載しておくことで参

照できるようにする、といったことも可能ですね。 

 

事務局（齋藤係長）：ただ、公告の場合は掲示板に掲載されて一定期間を過ぎると破棄され

ます。その場合チェックシートだけでは確認できないのではないかと思います。 

 

石川委員長：公告の写しに関してはスクリーンに投影すればいいと思います。 

 

事務局（齋藤係長）：なるほど。 

 

石川委員長：チェックシートで全体の流れを見て、詳細な書類についてはスクリーンに投影

すればいいのではと思います。 

 

事務局（齋藤係長）：実施予定、実施状況シートとチェックシートの送付のみでよくなるの

で、かなり資料の削減になりますね。検討したいと思います。 

 

・市民提案手続について 

 

日野委員：市民提案手続の提案なのですが、毎回提案なしが続いていますけれども、せっか

くの制度ですので上手く周知ができればと思うのですがいかがでしょうか。 

 

事務局（岩林課長）：基本的には毎回市政だよりでそれなりのスペースを設けてご案内して

おります。そうはいっても２０人の署名がないと提案できないので、そのハードルも高いの

かもしれないですね。 

 

椎名委員：必要な署名数を少し減らしてみてはどうですか。 

 

事務局（齋藤係長）：仮に提案が出やすい環境が出来たときに、思いつきでも提出ができる

ようになってしまうため、実現不可能なレベルの提案も容易に出てきてしまうのですよね。

担当課と協議するのにも時間を要します。以前は４、５か月かかりました。 
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安井委員：出てきたものに対してすべて回答しなければいけないということになりますよね。 

 

事務局（岩林課長）：２９年度に提案をいただきましたが、複数の課にまたがる提案でした

ので、それぞれの課に対して打診をしてコメントをいただかなければなりませんでした。そ

れなりに負担になってしまうものということは間違いないです。その辺のバランスも考慮し

なければなりません。 

 

石川委員長：市長への手紙といった類のものはないのですか。 

 

事務局（岩林課長）：あります。手書きの手紙でもありますし、メールでもあります。日々

のご要望といったものはその制度で対応しております。 

 

事務局（齋藤係長）：各自治会で取りまとめた要望を出せる仕組みはあります。市長への手

紙や自治会単位での要望の方が市民提案手続より利用しやすい制度ということも提案がで

ない一因かと思います。 

 

事務局（岩林課長）：議会経由でいきますと請願や陳情といった制度もあります。私見にな

りますが、提案の内容を見てみると事実関係の認識が違っている市民の方がいらっしゃった

りですとか、それを前提にした請願や陳情や市民提案であったりということになってくると、

前提になっている認識を確認する作業が入ってきてしまいますので、事務局側の二度手間三

度手間になってしまったりすることもあります。 

一方で様々なルートを作ることでご意見を吸収するしかないのかなとは思います。とは言え、

市民提案に関してはハードルの問題というのは検証対象になるのかなと思います。 

 

安井委員：やはりそれなりのハードルでなければきちんとした提案が挙げられないのですよ

ね。 

 

椎名委員：議論場にきちんと挙げられる提案かというのは確かに重要だと思います。 

 

事務局（岩林課長）：そうですね。気軽に提案していただく意見もいいのですが、それなり

に精度をもって提案していただかないと我々の方も対応しにくくなってしまいます。そこの

難しさはどうしても残ってしまいます。 

 

石川委員長：それでは本日の議事については終了いたしました。事務局へお返しいたします。 

 

○閉会 
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事務局（岩林課長）：それでは本日の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。 

 

 

 


