
第 3回岩倉市自治基本条例審議会 議事録 

◇日時：平成 26年 2月 17日（月） 午後 3時～午後 5時 15分 

◇場所：岩倉市役所 会議室 7 

◇出席者：以下のとおり 

 

出席委員 事務局 

会長 

職務代理者 

岩崎 恭典 

山田 育代 

長谷川 博 

村平 進 

蒲谷 稔 

齋竹 善行 

花井 喜美子 

山崎 典子 

総務部長 

企画財政課長 

専門員 

主幹 

主事 

柴山 俊介 

森山 稔 

堀 巌 

近藤 玲子 

須藤 隆 

◇次第 

1 あいさつ 

2 議 事 

岩倉市自治基本条例推進計画（案）について 

3 その他 

 

◇議事録 

○事務局 

（説明・省略） 

○会長 

前回半分を審議した。今回残りを審議する。それらをベースに報告書をまとめる作業に入りたい。年

度内に意見を聞く機会は最後になる。この審議会は条例で示された内容を具体的に示した推進計画によ

り実行されているかチェックする機関である。この計画の進捗状況の確認、あるいは新しい取組は必要

ないかというチェックのために来年度また集まっていただくことになる。 

まずはそのもとになる推進計画について各項目について意見をいただくのが今日の目的である。 

○事務局 

第 2 回審議会において、第 10 条 1 項と第 2 項について、議会と執行機関それぞれに記述が必要であ

るが、議会側からの記述しかないとの指摘をいただきましたので、執行機関側の記述を追加資料として

作成いたしました。 

（以降一項目ずつ説明） 

◇第 10 条第 1 項 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等

の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境

の整備に努めるものとします。 

（説明・省略） 

○会長 

 条文自体が総論のようなものである。パブコメや様々な参加の手法については、平成 26 年 4 月以降



市民参加条例で規定していくという内容になっている。 

○委員 

 特に意見はない。 

 

◇第 10 条第 2 項 議会及び執行機関は、市民参加により得られた提案又は意見を市政及びまちづくり

に反映させるよう努めるものとします。 

（説明・省略） 

○委員 

 「市民の声・私の提案」制度で 230 件という数字が出ているが 1 通当たりの件数か。1 通の中に数項

目あればそれを数えるのか。 

○事務局 

 1通ごとです。項目にすればもっと多い。 

○委員 

 単なる苦情でなければかなり多いと思うが。 

○会長 

 かなり苦情もあるという話である。苦情を除いて建設的な意見でどれくらい実現したのかという指摘

もある。それが、この制度を今後も存続させるためのひとつの指標になる。 

○事務局 

 もともと「市民の声」としてやっていたが、どうしても苦情が増える。市としては市民からの提案を

いただきたいので「市民の声・私の提案」というタイトルに変更したが、提案は少ない。 

○委員 

 市政モニター制度があるが、モニターからの提案はあるのか。 

○事務局 

 様式を定めて随時提案をしていただくようになっている。その中で実現できるものは対応している。

モニターは 20 人いるが、提案数は個人差があり、こちらの意図と違うこともある。別に広報モニター

制度もある。市民と一緒に広報を作っていくもので、将来的には記事を書いてもらうことも目標である。

現状は写真や地区の行事の情報を提供していただき、職員が取材に行って記事を書いている。少しずつ

だが市民と協働で広報作成にも取り組んでいる。地域の方しか知らない行事を知ることができる。岩倉

総合高校の女子サッカー部やセントレアでパッチワークの展示など、市民からの情報提供により取材し、

広報で市民に周知するという取組もしている。 

○会長 

 広報モニターもあるが、ここで課題とすべきは市政モニターではないか。 

○事務局 

 市政モニターは、市政に気づいたことがあれば、市に提案してもらう制度である。活動としては、年

5～6 回の会議と 1 回の視察を行っている。市政を知ってもらうために各部長が事業説明をし、その後、

懇談をしている。 

 

◇第 19条第 1項 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程（以

下「条例等」といいます。）による法体系を構築しなければなりません。 

（説明・省略） 



○会長 

 具体的に法体系をどう見直すのかという観点で参考にした自治体はあるか。 

○事務局 

 大和市で見直しをゼロベースからしている。 

○会長 

 大和市もかなり早い時期に自治基本条例を制定した自治体である。岩倉市も例規集はホームページで

閲覧できるか。 

○事務局 

 できます。 

○会長 

 例規は文言として誤りがないように書くので分かりづらい。法体系の具体的なイメージとしては、自

治基本条例の項目に沿って並び替えていくということになるのか。 

○事務局 

 それも含めて検討していきます。 

○委員 

 法体系そのものは自治体の好みがある。岩倉市では自治基本条例の中で別に条例で定めるという組み

立てになっているが、条例にあげて、規則で規定するという方法もあり、自治体の好みや議会との関係

もある。例規集については加除式は手間がかかるので、すべてイントラネットで処理し、閲覧もインタ

ーネットにしているのではないか。 

○事務局 

 今は、電子的な管理で早く情報を更新できている。 

○会長 

 もう一点、最高規範性の確保の部分がある。法体系を整備するに当たり、非常に悩ましい。岩倉市の

各課、各グループごとに事務を執行していく条例、規則があるはずだが、それは別にしておくのか。協

働という観点で、自治基本条例の項目に沿ってもう一度分類し直すのか。それらも含めて 4月から検討

していくことになるのだろう。 

○事務局 

 実際問題として、自治基本条例を最高規範にするということは、条例の策定過程でも議論があった。

条例には上下はないが、岩倉市の憲法という考え方で自治基本条例を制定したので、今後、新規条例を

制定したり、一部改正をするときには自治基本条例の精神に照らし合わせて進めていきたいと思ってい

る。 

○委員 

 市に例規審査会があるので、そこで審査することになるのだろう。 

○会長 

 むしろ、これからの条例の作り方の指針になるという運用が中心になるということでよろしいか。 

○事務局 

 そうです。 

 

◇第 19 条第 2 項 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃しようとするときは、その趣旨を

公表するよう努めなければなりません。 



(1) 基本的な制度を定める条例 

(2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例 

(3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例 

（説明・省略） 

○会長 

岩倉市がこれまで条例を作る過程で、条例案の事前公表と意見聴取手続が行われたのは、議会基本条

例、自治基本条例、環境基本条例の 3本なんですね。これは基本的な制度を定める条例ということでし

ょうか。（2）（3）については、今のところなかったということでよろしいか。 

○事務局 

 そうです。 

○会長 

 例えば 4月から消費税が上がると、市の様々な条例についても関係するわけだが、これは市民生活に

直接かつ重要な影響を与える条例だろうといってパブリックコメントにかけられるかといったら、これ

は手数料使用料に係る部分だから、地方財政法上、直接請求の対象にならないはずだ。 

○事務局 

 市民と直結する部分で、消費税がどの部分で適用されるのかという情報をあらかじめ市民にお知らせ

するというのが趣旨である。例えば住民票の 200円については消費税の対象外であるが、そのことは知

らない市民が多いかもしれない。そのため、事前に直接関わってくることを公表していかなければなら

ないというのが趣旨と考えている。 

○会長 

 岩倉市でまず対象となるのは何があるか。 

○事務局 

 水道料金と給食費は材料代が上がるため値上がりする。他の使用料・手数料については、平成 27 年

10月に消費税が 10％に上がる予定なので、状況を見極めながら、平成 28年 4月に一定の方向を示す意

向のため今回は見送る。公共施設の使用料も今回は値上げしない。 

 総務省からは、上げるものはきちんと上げるように通知は来ている。光熱水費くらいのものでは使用

料そのものはほとんど上がらない。ただ、維持管理をしていくには修繕費等が加わるので、10％引き上

げるときには上げるとの考え方でいる。 

○会長 

 10％に上がるというときには、その一覧表を市役所が示すはずだということでよいか。 

○事務局 

 これは議会との関係もあるので、どこまで書けるのかという問題もある。 

○会長 

 それがある。このことについては、条例で議会が審議する前に市民に言ってしまえば、まさに議会軽

視だという批判もあるだろう。しかし、この条例の趣旨からいえば重要な影響を与える条例ということ

になる。 

○事務局 

 市は考え方の大まかなところについて、早めにお知らせするということである。細かいことを伝える

のは難しいことであるが、伝えられるところは、伝えていかなければならないと考えている。 

○会長 



 運用していくにはかなりしんどい面はあるが、10％に上がるときが岩倉市が試される時期ということ

になる。議会との関係があるのは大変なことだ。議会基本条例があるので、執行機関が早く市民に知ら

せるということは本来であれば合意してもらっていいはずだが、なかなか一筋縄ではいかないのが議会

である。 

○委員 

 趣旨を公表するというのは、あくまでも事前にやるということなんですね。 

○会長 

 議会が議決してしまった後ではどうしようもないので、意見を聞くのはこういう条例を作ろうとして

いる時期ということになる。 

 

◇第 21 条第 1 項 市長は、総合計画に基づき財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効果

的な配分及び効率的な活用を行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な

財政運営を行わなければなりません。 

◇第 21 条第 2 項 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、分かりやすく説明しな

ければなりません。 

（説明・省略） 

○会長 

14 ページは最少の経費で最大の効果が得られるよう行政改革をずっとやり続けますという趣旨であ

る。その上で第 2項で分かりやすく説明しなければなりませんとある。財政状況の説明が広報いわくら

11月 15日号に掲載されているが、まだまだよく分からないというのが現状のようである。 

○事務局 

 職員提案で、「中学生にも分かる財政資料を作成する」という提案が採用され、より分かりやすい資料

を市民に提供しようと試みている。 

○委員 

 財政の話は難しいかもしれないが、単年度制の財政のあり方と、支出や歳入によって将来どうなるか

を想定した上で示してあると安心する。この費用は今年はあまり意味はないが、何年後に意味をなすな

どの例示があるなど、単年度の収支とは別に長い目で見た収支もあると分かりやすいのではないか。 

○事務局 

 広報の 7ページには健全化比率を掲載している。これを見ると健全な財政運営がされているというこ

とが分かる。将来負担比率、資金不足比率など国の判断基準の数字も示していて、それに比べて岩倉市

はどうかと見ることはできるが、分かりにくい面もあるかもしれない。 

 この条文を作ったときには中長期的計画を作る案もあったが、条文にはならなかった。長期 10 年ス

パンの総合計画のような計画は、財政では実態として考えにくい。中期計画として、実施計画という 3

年ローリングの計画があり、これは単年度計画とは違う形で議会や窓口に設置して公表しているが、そ

の公表度合いは、まだまだ低いかもしれない。 

○委員 

 さきほど、水道代の消費税の話題が合ったが、それも短期的・中期的に見られるような指標があれば、

消費税を転嫁しなければ立ち行かなくなるということを市民が判断しやすい。市民が将来どうなるんだ

ろうと感じることと、行政が将来をどう見ているのかということが共通理解としてあると、目先のもの

だけで判断するのではない視点が生まれてくるかと思う。 



○会長 

 ただ、それをどのように示すかというのはなかなか難しい。 

○事務局 

 水道事業では、人口が右肩下がりであり、節水型の電化製品やトイレなどの普及や飲料水の購入など

で、水道使用量も減ってきている。その中で水道管の耐震化や老朽化の敷設替えなどの更新も必要であ

り、今後の水道事業も大変な時期を迎えると見ている。 

○会長 

 そういうことをどこまで市民に示せるかでしょうね。 

○委員 

 事業となると利益が必要なので、花いっぱい運動などで使ってもらうなども必要なのではないか。 

○事務局 

 そのとおり、水道は特別会計なので、水を売って利益を上げてということになる。 

○会長 

 ただ、それが回りまわって環境にとって本当にいいのかというのは別問題である。水を作るのにもタ

ダでできるわけではない。 

○委員 

 情報が入ってくれば判断も変わるが、情報がないと一つの方向に流れやすいので、情報は早くもらえ

ることが重要である。最後どう判断するかは本人次第である。 

○委員 

 さきほど、中学生にも分かる財政情報という話があったが、広報でこういう紙面を見ると、正直に示

してあるだけで安心する。詳しく分からない主婦は、例えば夕張市のような財政破綻の心配がなければ、

その安心感だけで十分だ。あとは給料など関心事を眺める。負債もあるが公園も市民のものと分かる。 

○会長 

 やっぱり財務諸表に目が行くが、いざというときに市の資産を売り払って何とかなるのかといえば、

そうはならない。 

 ただ重要なことはできるだけ分かりやすく財政情報を公表するということが謳われていて、毎年何ら

かの開示をしながら伝える工夫をしていくということではないか。その中で、できれば総合計画に基づ

いた 3年間ぐらいの財政見通しも含めたものを出していく必要があるのではないかというのが、ここで

の意見ということになる。 

 将来的な税収の見通しは立てづらい理由としては、制度の改正があれば税収は一気に増えることもあ

る。今回の消費税アップも 1％分は地方に回ってくるが、それでどのようになるか。法人税を国が吸い

上げ、財政が弱いところに配分するということになれば、愛知県や豊田市などには交付されないことに

なる。 

○事務局 

 財源の再配分ということもあるが、必ずしも交付団体がすべてにプラスになるということではない。

岩倉市は交付団体なので、市政を運営するに当たり必要な経費に対して、税収が足りない差額を交付税

なり、臨時財政対策債などで賄っているが、財源の再配分が実施されないと分からない面もある。 

○会長 

 そういう背景もあり、なかなか長期的な見通しというのは立てられない。 

○委員 



 制度の見直しなどはあるだろうが、現状どういうものを想定しているか。例えば人口がこれだけ減り

ますとか。 

○会長 

 支出についても人口が減っていく上である程度見通せるだろう。 

○事務局 

 県の財政を見ていると、機械的にあげて 3年や 5年という形で作っている。それでも制度が少し変わ

るとだめになってしまうということがあるので、他の市町でも 3年間での収支の見込みを作り、健全な

財政運営をやっていこうという動きはあるが、5年 10年となると計画が立てづらいというのは確かであ

る。 

○会長 

 それだけ分かりやすく説明というところに重点があるということである。 

 

○委員 

 

◇第 22 条 執行機関は、実施した施策及び事業について、その効果、効率、目標達成度等を評価し、

行政資源の効果的かつ効率的な配分に役立てるため行政評価を実施しなければなりません。 

2 執行機関は、前項の行政評価の結果を公表しなければなりません。 

（説明・省略） 

○会長 

行政評価を実施し、公表しなければならないと義務付けたものである。平成 24 年度は公表できなっ

たが、平成 25 年度からは公表を行った。行政評価の位置づけを来年度予算や実施計画の見直しに役立

てるためとし、3 月から前倒しでやっているということである。インターネットで公開されているとの

ことだが、委員の皆さんはご覧になったことはありますか。全部で何枚ですか。 

○事務局 

147 枚です。個別施策は 300 程ある。施策評価は総合計画の進捗管理も兼ねている。総合計画は、個

別施策ごとに評価シートを用い評価を加えている。 

○委員 

 ホームページ以外で見ることはできないのか。 

○事務局 

 紙ベースではない。 

○委員 

 評価シートの中で評価が○というのは実施したということか。 

○事務局 

 概ね取組ができているものが○、しっかり目標達成できたものは◎、取組ができてないものが△とい

う評価をしている。 

○会長 

 見直すというのは×か。 

○事務局 

 ×はありません。取組が必要なものが△であり、3段階評価です。 

○委員 



 あくまでも市の内部評価ということか。第 4次総合計画を作るときに、第 3次総合計画を全部見たが、

一様に実施しましたという評価であり、すぐに第 4次総合計画の策定に入ってしまい、どうなんだろう

と思った。 

○事務局 

 第 4次総合計画の進捗管理ということで、今までは次の総合計画を作るときに 5ヵ年をまとめて振り

返るという作業に取り組んでいた。今回のように行政評価を積み重ねていくことで毎年振り返り、やる

べきことに取り組む計画を立て、見直し、改善していくという PDCAを回しながら、中間見直しに向けて

取り組んでいくということにしている。 

○委員 

 今の事業がどうかというところか。 

○事務局 

 個別の施策の取組がどうかということです。その施策の目的を達成するための事業がどういう風に取

り組まれているかを振り返って評価するということです。 

○委員 

 来年度の予算要求に向けて、意味があったのか。縮小方向にするのか拡大方向にするのか、現状維持

にするのかという評価があるだろう。 

○事務局 

 それについては、お手元のシートに今後の方向性をどうしていくか、拡大・維持・縮小・完了という

分類をしている。 

○委員 

 廃止という項目も必要になってくるのか。 

○会長 

 計画を達成するための事業を評価するものなので、それを廃止してしまうと計画目標が達成できなく

なる。計画目標を達成した段階でその事業がなくなるものだから完了であって廃止ではないということ

でしょう。 

○委員 

 男女共同参画の推進計画の評価でも以前、同様にほとんど○だった。○△◎では物足りないので、も

う少しきちんと見てもらうため昨年 5段階評定をお願いし、今年から 5段階に変わった。行政評価では、

いろんな事業があるので 5段階というのは難しいのか。 

○事務局 

 確かに取組自体はしているので、ほとんどが○の評価である。それを公開したときに市民が見て、○

の中にもランクがあるだろうという意見は、今回受け止めさせていただき内部で検討したい。 

○会長 

 それを外部評価としてさらすかどうか。 

○事務局 

 内部評価に留まっているところに市民との意識の違いがあるのかもしれない。 

○委員 

 これだけ見ただけでも市民はどれだけ絡んでいるのか見えてこない。もっと市民に働きかけ巻き込め

ばいいのではないか。そうすれば評価が△だったときにも、俺だったらもっとこうしてあげるよという

市民がいるかもしれない。あえて外部にさらすことによって、外部の力や知恵を持ち込むことができる



かもしれない。そういう力を利用するとより効率がよいのではないか。今の仕組みでは市民は傍観者な

のかという感じを受けてしまう。例えば市民の参加率がこれだけ上がれば、人件費がこれだけ抑えられ

るということや、広域的な活動ができるということなどが見えると面白いと思う。 

○会長 

 結局、市役所がやる事業に対しての評価で、しかも単年度予算主義が絡むから、お金を年度末までに

ちゃんと使ったら○となる。しかし委員さんの言う発想がないわけではない。市民のために一生懸命や

ろうとはしている。しかし予算をこれだけ節約したことが、市役所の中で評価されるかは別問題である。

効果が上がり、かつ節約したとしても、それが予算に反映される仕組みではない。そのため予算は使い

切るとか、施設を作るということが目的化してしまう。そうではなく市民のために作ったのであれば、

市民がその後、どのように利用して、設置目的をどこまで最大限に発揮したかということが評価の尺度

にならなければいけないのだが、往々にして施設を作ったことが目的になってしまっている。しかし本

当はそうではない。そのきっかけが外部評価なんだろうと思う。ただ私も外部評価をした経験があるが、

大変な作業だった。施策の経緯や意図を原課と何度もヒアリングをしながら行ってきた。また、事業仕

分けという方法もある。これは本当に市がやるべき仕事なのかという事業を 10 個ほど挙げておき、そ

れを外部評価に出すというもの。いろんなやり方があるので、内部評価も含めて改めて検討すると、今

の段階ではなっているということでしょう。 

 市民が傍観者に過ぎなくなっているという問題意識もある。別紙資料の協働の取り組みシートが配布

してある。市がやるばかりではなく、市民の皆さんにも公の部分を担っていただかないとこれからの岩

倉市はしんどい部分があるので、このシートの評価をどうしていくかということも考えないといけない。 

 まずは、行政の既に実施している事業を中心に行政評価をしていこうというのがこのページの趣旨で

ある。ただし、公表についてはきちんとやるということが書いてある。外部評価は別として、他の実施

計画の見直しは来年度予算に反映させていくという評価手法をこれからも堅持する、ここまではいいと

いうことになるだろう。 

 

◇第 23 条 3 項 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するため、必要な計画

を策定するとともに、継続的に団体間の連携、人材の養成等に努め、危機管理体制を確立するものとし

ます。 

（説明・省略） 

○会長 

 平成 26 年度に危機管理課を設置するということだが、危機管理体制を確立するものとするという自

治基本条例の規定を活かす形で、まず組織をきっちりと作ったことは、自治基本条例の成果といえる。

効果が現れたことは喜ばしい。 

○委員 

 議会にはこういう組織でいくというところまでは説明している。 

○会長 

 全庁的な業務継続計画を作っていくということである。企業も事業継続計画の必要性は言われる。 

○委員 

 なかなか実際取り組めていないのが実態である。どうやって作っていけばいいのかは課題である。 

○事務局 

 行政が取り組むものと企業が取り組むもののタイアップが必要ともいえる。 



○委員 

 各種訓練・講習での顔見せとあるが、どういう意味か。 

○事務局 

 非常配備班は入庁からずっと継続して同じところに貼り付けられるが、実際地域の自主防災会では市

の職員の誰が張り付くのかは地区の人は知らない。地域と情報を共有し、担当制のようにするという意

味合いである。コミュニケーションを図ることも含めた顔合わせということである。 

○委員 

 講習会などをやって地域の人の顔を知り、助け合っていこうという意味合いであろう。 

○委員 

 自主防災会の防災計画を作ることは賛成である。区長は単年度で代わっていく。防災ボランティアを

やっているが、防災訓練で支援本部を立ち上げても、危機意識が全くない。ちゃんとした計画ができる

と危機意識が高揚すると思う。地区で防災班を回しても意識がない。意識が変わっていくのを楽しみに

している。 

○委員 

岩倉市はゴミの分別が優れていると言われる。それは行政区に環境委員を設置して取り組んできた成

果だ。そろそろ各区に防災委員をおいてもいいのではと思っている。その委員は 3年など長期の期間と

してはどうか。 

○会長 

 そういう話も防災対策の課が来年度できればしやすくなるだろう。 

 まずは、業務継続計画が大事だ。あとは企業との防災パートナーとしての計画を作っていくことも大

切だということでしょう。 

 

◇第 24条 市は、市内の自然と伝統を後世に残すよう努めなければなりません。 

2 市は、国及び他の自治体と連携して五条川流域の環境及び桜並木の保全に努めなければなりませ

ん。 

（説明・省略） 

○会長 

岩倉らしい条文である。ただこの推進計画は難しい面がある。 

○委員 

 桜そのものを整備することが難しい。桜は自然に咲き、朽ちれば倒れるというのが従来の考え方であ

った。植えて 70 年近く、どこの市町村でも同じような悩みを持っている。特に岩倉は堤防という狭い

ところに植えているので新しく植えることはできない。岩倉市だけでは無理である。大口町から旧新川

町まで尾北自然歩道が整備されているので、それに関連して特区として自然環境保護地域として何とか

できないかを画策している。商工農政課と大口町と話をしている。会として市と話もした。下部の枝は

会がボランティアできれいにしている、上部の枝は業者しかできないので、予算を使い、江南市付近か

らきれいにしてきている。会としては 5年に 1回くらいの頻度でなんとかできないかとしている。 

 土木事務所からは、堤防の外なら植えてもいいが、岩倉の場合はすべて堤防の内側に植えられている

ため全部だめであると言われている。土木事務所の考え方は、桜が倒れると切るが、残った幹も全部掘

るようにとのこと。そして二度と植えてはいけませんということである。市や議会にも非公式に相談し

たが、法律をうまく利用するには特区方式しかないと考えている。市議会も力を入れていかないといけ



ない。 

○会長 

 大口町や国との連携を模索している動きは、第 2項を具現化している。 

○委員 

 2級河川ならいいのか。 

○会長 

 維持管理がどれだけできるか考えないといけない。また複数の自治体にもまたがっている。堤防の内

側に植えていいのかは特区申請するしかないのかもしれない。特区とは法律を変えないが、規制を緩和

してくださいということ。ただし、ものすごくハードルが高い。水害が発生した場合、責任は国が取ら

ないといけなくなる。 

○委員 

 五条川再生整備 15 カ年計画の中に竹林公園の北側に桜がないので歩道を新しく作るという計画があ

る。ただ桜の木が植えられない計画を作ってしまっている。また五条団地が 7年後になくなるというこ

とだが、今のうちに桜の植えられる部分を買うのに手を挙げるべきだと言っている。 

 五条川流域の市民の理解も得る必要がある。岩倉のシンボル的な存在としてどう理解を得るかという

ことも必要である。 

○会長 

 そのために基本条例に入れたのでしょう。 

○委員 

 入れたのは岩倉のシンボルとしてあえて明記したという経緯もあった。 

○会長 

 大口町との連携や、国に対しての特区申請などは第 2項に裏付けられたことということである。その

精神を活かしていろいろ検討しているということは計画案に書き込める。それが行政同士の話し合いで

なく、民間が引っ張っているということに価値がある。 

 

◇その他 

○事務局 

審議内容をまとめた資料を作り、報告書のベースとしたい。 

○会長 

答申を市長にしていくために、意見を整理した後、年度内に一度委員にお返しして、追加の意見を聞

き、報告書を作成したい。その内容は、職務代理者と協議して答申するということで一任いただきたい。 

来年度、改めて推進状況を審議会としてチェックするということになるだろう。 

○事務局 

来年度は 3 回予定している。前年度の推進状況を見ていただくということになる。8 月、11 月、2 月

くらいで実施していきたいと考えている。 

○会長 

それでいきたいと思う。 


