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岩倉市自治基本条例審議会議事録 

会議名称 第 2回岩倉市自治基本条例審議会 

開会及び閉会日時 
平成 27年 1月 9日（金） 

午後 2時から午後 4時 50分 

開催場所 岩倉市役所 会議室 7 

会長氏名 岩崎 恭典（四日市大学教授） 

出席委員 

所属等、氏名 

識見を有する者 

元岩倉市自治基本条例検討委員会委員長 

事業者 

公募委員 

公募委員 

公募委員（市民登録制度） 

公募委員（市民登録制度） 

岩崎 恭典 

山田 育代 

荒井 英彦 

齋竹 善行 

花井 喜美子 

山崎 典子 

関戸 誠 

事務局 

職氏名 

総務部長  

企画財政課長  

企画財政課主査 

企画財政課主事 

柴山 俊介 

長谷川 忍 

加藤 淳 

須藤 隆 

会議次第 

1 あいさつ 

2 議事 

（1）条例の各規定に基づく事項について 

3 その他 

配付資料 

1 次第 

2 資料 1：協働の取組状況シート（平成 25年度） 

3 資料 2：公益的通報に関する条例について 
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会長    前回、推進計画の進捗状況を検証するため基礎資料に基づき審議した。本日は引き続いて審

議していく。 

 

◇公益的通報に関する条例について 

事務局   前回指摘があった公益的通報条例の素案を示し報告する。（資料 2に基づき説明） 

委員    通報者が内部組織である調査委員会に報告するよりも、まず処理委員に報告し、氏名を伏せ

て、処理委員から調査委員会に報告するとした方が、通報者の保護に繋がるのではないか。委

員会の構成メンバーを見ると通報しにくいのではないか。 

事務局   外部の通報先を規定していない自治体もある中で、岩倉市はまず内部の自浄作用を前提とし

た上で、調査委員会に通報し、その措置に納得がいかない場合については外部の組織（処理委

員）への通報も制度として取り入れ、2本立ての構成としている。 

会長    公益通報者保護法による通報よりは、使いやすくなっている。通報したことへの不利益を免

れるようになっているし、外部に通報する仕組みもある。 

委員    内部の調査委員会での措置に納得いかない限り、外部の処理委員は不要だということか。 

会長    市としては、調査委員会からの報告を公表することになるので、処理委員は通報内容につい

ては知ることはできる。 

委員    調査委員本人が、通報対象となる場合どうなるか。 

事務局   当事者を抜いて調査することになる。外部には処理委員が設置されており、市が通報に対し

て適切に対処しなければ、市に対しとても大きな責任問題が出てくることになる。 

会長    通報者の不利益を受けない仕組みとしてはできているが、調査委員会は内部の組織であり心

配なところもある。公益通報者保護法では、通報対象事実は予め列挙された法律の規定に基づ

く犯罪行為に限定されているので、それに比べると幅が広くなっているが、判断は職員に求め

られるので条例ができたらコンプライアンスを強化していく必要がある。 

委員    生命や財産に関わることは警察に言ったほうが早いのではないか。 

会長    市は財産については、強制力をもっている。 

      現在、策定中であり 2 月にパブリックコメント手続を経て 3 月議会にて、こういう形の条例

ができそうだということである。運用状況は来年報告をもらうことになる。 

 

◇計画番号（2）－ウ①「執行機関の組織」（秘書課） 

事務局   機構改革に伴う職員アンケートにて意見を収集しているが、取りまとめはしていない。 

      平成 26年度組織・機構検討委員会報告書には以下の再編の 5つの柱を設定した。①子どもに

関する組織の一元化、②市民活動支援の重点化、③高齢化社会に対応するための連携強化、④

まちづくり戦略の推進、⑤事務拡大に対応するための再編。 

      12月議会では、岩倉市部設置条例を改正し、部を再編していく。また事務分掌も見直してい

く。 

会長    グループ制など組織が変わったことで評価はどうか。 

事務局   議会でも効果について質問が出ているが、全てが問題な訳ではなく、成果もある。例えば税

務課は、徴収や確定申告など繁忙期がいろいろあるが、応援体制を全員で行えるようにマニュ

アル作りをやっている。係制との比較は難しいが、実態として係制と変わらないとして取りや

めた自治体もある。 

会長    市民として評価はしづらい。子ども、市民、高齢福祉の充実のために組織を変更することは



3 

やらないといけない。 

委員    今までは縦割りのイメージがある。グループ同士が助け合うことで上手くいくのではと思う。 

事務局   職員の意識の問題もある。研修などをし気づきもあるが、努力し続けることは必要である。 

     組織改革としては、例えば子どもに関する組織の一元化は、市民から見ると一連の組織の流れ

となり分かりやすいだろう。協働は総務部を再編して取り組む。 

委員    グループ制で職員数は減ったのか。 

事務局   職員数の適正化として減少したので、グループ制にして相互に補完しあうようにしている。 

委員    1階の事務がグループ制になってから処理が早くなった。改革されている実感がある。 

委員    組織の名前を変えることで達成感を感じてはいけない。また 6 年目となるがいつまで検証す

るのか。 

会長    検証しながら続けることが必要である。 

委員    子どもに関する組織の一元化には期待している。幼保も小学校に通えば一緒になるので、同

じグループの方がよい。高齢者は、保健センターにも介護保険の窓口にも行く。組織・機構検

討委員会の報告書にある 5 つの柱に期待したい。職員だけでなく、市民も生活しやすくなるの

ではないか。 

会長    組織については、柔軟に対応しているという評価はできる。グループ制の検証も継続してい

かなければならない。 

 

◇計画番号（2）－ウ②「適正な定員管理」（秘書課） 

事務局   昨年の指摘にある類似団体との比較について、全国に現在 173 の類似団体がある。県内では

弥富市が該当する。弥富市と比較すると人口 1 万人あたりの職員数は当市の方が少ないが、市

町村合併の影響もあると思われる。岩倉市は職員は減少しているが、市民の力を借り協働に取

り組む。平成 23年度に作成した岩倉市市民協働ルールブックに書かれた協働事業を積極的に実

施していく。 

会長    それは資料 1にある協働の取組状況シートにも反映されているのか。 

事務局   はい。 

委員    技能労務職はなくしていくのか。 

事務局   ごみの収集についてはコースにより民間委託をしており、清掃職員は退職不補充としている。

基本的には民間にできるものは民間にお願いする意向であるが、100%は難しい。 

委員    職員は忙しいと聞くが、最小の人員で最大の効果を得ることについて不満を持っている人は

いないのか。 

事務局   日常業務は忙しい。以前と比較して地方分権による業務の移譲もあり、同じことをやってい

ると人手が足りないので、市民に任せられるところを考えていかないといけない。 

会長    行政経営プランでもチェック項目に挙がっている。職員定数は削減されても、嘱託やパート

など臨時職員は約 300人と多いが、これでいいのか。 

事務局   臨時職員は延べ人数である。正規職員に換算すると 150人ほどに当たる。 

会長    定員管理については適正な管理に努めているとして、評価する。 

 

◇計画番号（2）－ウ③「実効性のある職員研修及び適正な人事評価」（秘書課） 

会長    平成 28年 4月から人事評価制度が導入される。 

委員    行政サービスの低下を招かないようにしてもらいたい。 
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会長    人材育成と評価は、市民の満足度に結びついていく。行政が提案するサービスだけでなく市

民が提供するものもあるが、市役所が果たすべきサービスが果たされていないのはいけない。 

     国は人事評価を実施しているが、岩倉市はどうか。 

事務局   管理職は実施しているが、課題として人物評価になりやすい。実績評価は難しいが、給料へ

の反映となると客観的に実施しないといけない。恣意的にならない判断基準が制度化されない

と難しい。 

委員    個人でなくグループで責任をもつこともできるのではないか。 

委員    職員の評価は、市民目線と違う面もある。内部評価と市民の評価は難しい。 

会長    職員研修をきちんとやっているのか。 

事務局   研修計画に基づき実施している。研修の評価のいい方法があるとよい。例えば資格試験があ

ると分かりやすい。受講率だけよくても行くべき人が行かないと意味がない。 

会長    忙しいと研修に出すことが難しい。研修の成果は測れているのか。 

委員    集合教育は重要だが、1回受講すれば成果が出るものでもない。OJTとして職場で活かされな

いと意味がない。 

事務局   民間のノウハウを参考にしたい。 

委員    研修を受講したら、職場で講師になれるくらいになるとよい。 

事務局   研修によっては受講者が講師となるものもある。また、報告会をしている研修もある。成果

を職場に還元してもらいたい。 

会長    成果の測り方は必要である。 

 

◇計画番号（2）－エ①「法体系の整備」（行政課） 

事務局   岩倉市の例規集の並び順で、自治基本条例を見出しのトップに配置し、最高法規性を意識し

ている。他自治体を調査し検討していく。今後先進事例を研究したい。大和市は要綱まで公表

しているし、並べ方も規定しているようなので参考にしたい。 

会長    法体系の整備は膨大な作業になるが、要綱の整理は必要だろう。 

事務局   担当者任せになっているので、要綱が運用されているものか、廃止するべきものなのかの整

理も含めて一覧を作ることが大切である。 

会長    大変な作業になる。要綱にすら根拠がなかったり、古い要綱や通達でやってしまったりして

いることもあるかもしれないので整理は必要である。 

 

◇計画番号（2）－エ②「条例の制定・改廃の際の趣旨の公表」（企画財政課） 

事務局   パブリックコメントを中心に記述してある。現在（仮称）市民参加条例の検討の中で市民参

加の手続きの手段として進めている。 

会長    （仮称）市民参加条例の制定により、パブリックコメント件数の増加を期待している。パブ

リックコメントは、条例の素案ができた後に意見をもらうという方法であり、条例自体の作成

の必要性について意見をいう機会はない。市民の意思表明の機会としては、市長や市議会議員

選挙の際にうったえを聞き、投票により参加しているとは言える。また、条例の策定理由や経

過を職員にも知らせておく必要がある。 

 

◇計画番号（2）－オ①「財源の確保並びにその効果的な配分及び効率的な活用」（企画財政課） 

事務局   （前回配付した参考資料 経営指標・財政指標に基づき説明）実施計画として向こう 3 年間
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について、第 5次実施計画を公表している。 

会長    岩倉市は健全な財政計画が行われているが、例えば消費増税の先送りによって、まかなうは

ずの事業にお金が回らないことも想定される。財政計画は 3 年先であっても不確かなものであ

る。公表している実施計画が分かりやすいとは言えない。改良の余地はあると思うが、公表に

ついて積極的な意思は感じられるので、これからも実施してもらいたい。 

 

◇計画番号（2）－オ②「財政に関する計画の公表・財政状況の公表」（企画財政課） 

会長    北海道ニセコ町では、市民に分かりやすい予算書を作成し、例えば工事現場に町民の負担額

等が示してある。岩倉市にも道路建設などの事業があるが、知恵を出せば分かりやすい示し方

があるかもしれない。 

委員    広報いわくらの紙面からは分かりやすく伝えたいという気持ちは伝わってくる。 

会長    工夫はまだまだ必要だろう。例えば広報の編集に市民が加わり、その市民が分かるような内

容にするなどしてはどうか。 

委員    市民は財政のどの部分に興味があるのか知りたい。 

委員    借金は、個人なら大変なことだが、市の借金となるといまいちピンとこない。 

会長    市は、個人の財産ではなく、みんなの財産を作っている。 

事務局   過去には家計に比喩してローンがいくら残っているなどをホームページで示したこともある。 

会長    そうすると分かりやすいが、借金の話は誤解を招きやすい。 

委員    夕張市やギリシャのような事態になれば別だが、意外に無関心であり不思議だ。 

事務局   過去に比較すると、借金は 30億円近く減少しているし、少しだが基金は積み増している。た

だ、これから控えている事業もあるし、厳しい状況に変わりはないが何とかやっていけると考

えている。 

会長    ただし、今後、施設設備の改修をやっていくとなるとお金は足りなくなる。 

委員    税収をまかなうために頑張っていることなどを市民は知りたい。 

事務局   公共施設の建替の計画などはこれから示していく。 

会長    公共施設をどうしていくかは議論を始めたばかりだ。今後も財政状況について市民に知らせ

ていくことは必要である。 

 

◇計画番号（2）－カ「行政評価の実施と結果の公表」（企画財政課） 

事務局   昨年の指摘事項に答えると、行政評価の結果の公表は現在はホームページのみで公表してお

り、内部評価となっている。市民に働きかけ巻き込んでいけばとの指摘については外部評価の

検討にて勘案していきたい。      

会長    自治基本条例の規定に沿っているかという視点から見ると、行政評価については実施してい

るので評価できる。ただし、第 2 項の行政評価の公表については、やや疑義がある。来年度、

総合計画の見直しは大変だとは思う。見直しに当たっては、市民が参加する会議があるので、

なぜ基本計画を見直さなければならないのかについて、市民に行政評価の結果を見てもらうこ

とになる。 

事務局   平成 27年度から総合計画審議会により公募市民も交えて検討していく。 

会長    そのときには行政評価の結果も公表されていくことになる。結果の公表はしていかないとい

けない。来年度に中間見直しがあるので、4 年分の評価は大変だが、外部評価の観点からもい

い機会なので公表も含めて、きちんと取り組んでもらいたい。 
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◇計画番号（2）－キ「危機管理及び災害等緊急時のための必要な計画の策定」（危機管理課） 

会長    危機管理課の新設は大きなことである。ただ BCPは早急に作らないといけない。 

事務局   年度中にはできるよう進めている。 

会長    自主防災会は 28あるということだが、防災計画を持っているのか。 

事務局   行政区が 30 あり、自主防災会は 28 あるが、防災計画を独自で持っているのは 2 地区のみで

ある。その中で南新町は計画的に訓練を実施し備蓄なども手がけている。他区にもできるだけ

早い時期に計画の策定をお願いしたい。 

委員    行政区のトップは 1 年で交代してしまうというが弱点である。班編成はあるが、いざという

とき活躍できるか。 

事務局   自主防災会長イコール区長ではなく、複数年やっていただけるといい。現状は防災訓練で精

一杯である。 

委員    もったいない。模範となる区があるなら参考にできるとよい。危機管理課はサイバー攻撃に

は対処できるのか。 

事務局   情報セキュリティは情報部門が受け持つ。BCP の中で規定したい。新型インフルエンザの対

策本部についても条例化した。全庁体制で防災・危機管理を担う範囲が大きくなってきている。 

会長    防災というのは巨大地震への対応だけではない。まず BCP の作成が第一である。また、住民

側の組織化がまだなされていない。 

委員    自助・共助・公助のうち自助について岩倉市ではあまり呼びかけられていない気がする。水

や食糧の備蓄など意識が低いのではないか。 

事務局   1 週間分の備蓄は難しいが、水やカップ麺やスナック類も含め、使用しながら補充すればそ

んなに負担はかからないと呼びかけている。ただ全市的な呼びかけとしてはまだまだ足りない。 

委員    岩倉市での被害予測がシュミレーションできるような映像資料があると危機感が沸くのでは

ないか。 

委員    古い地図には沼などが記されているが見る手立てがない。見ることができれば液状化などが

予測できる。 

委員    大型紙芝居を作成し子どもに読み聞かせている市民団体があるが、戦中に発生し、市内でも

相当の被害があった三河地震について、新しい題材にする動きがある。 

委員    そういういろんな団体の努力を危機管理課として把握しておかないといけない。 

 

◇計画番号（2）－ク「地域資源の継承」（商工農政課） 

事務局   五条川堤防の桜並木も樹齢 60年を向かえた。保存に向け方法を検討している。 

会長    植樹の代わりに、ひこばえを育てるなどの動きもある。ただし堤防道路は民家との兼ね合い

もある。 

委員    第 24条が規定しているのは、桜のことだけか。 

事務局   第 1 項では山車なども対象にしている。来年の検証は、主管課を広げるなどして、幅広く実

施したい。 

 

次回は、平成 27年 3月 27日（金）午後 3時から開催する。 


