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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 28年 1月 13日（水） 

午後２時 30分から午後５時 15分 

開催場所 岩倉市役所 第 3委員会室 

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 

元岩倉市自治基本条例検討委員会委員 

元岩倉市自治基本条例検討委員会委員 

市内の事業者（石塚硝子株式会社） 

市内の事業者（ミヨシ油脂株式会社） 

公募委員 

公募委員 

岩崎 恭典 

山田 育代 

長谷川 博 

村平 進 

黒木 崇弘 

荒井 英彦 

花井 喜美子 

岡本 里恵子 

欠席委員 

所属等、氏名 

公募委員 

公募委員（市民登録制度） 

舩橋 悦子 

関戸 誠 

事務局 

職氏名 

秘書企画課長  

秘書企画課主査 

秘書企画課主事 

長谷川 忍 

小出 健二 

渡邊 拓己 

会議次第 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 議 事 

（1）委任状例の制定状況について 

（2）条例の各規定に基づく事項について 

４ その他 

配付資料 別紙３：協働の取組状況シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 議 事 
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［（3）委任条例の制定状況について、資料に基づき事務局より説明］ 

 

◇計画番号（1）－ウ「公益的通報に関する条例」（行政課） 

会長    これとは別にハラスメントの規程があるのか。 

事務局   規定はない。ハラスメントも公益的通報の対象にはなるが、公益的通報内容の事実がなけ

れば、制度のしくみ（フロー）に従い措置を講ずることになる。 

委員    公益的通報内容の事実がなかった際を想定した歯止めがあればいいかと思ったが、結果と

して措置があるのであれば問題ないかと思う。 

 

［（4）条例の各規定に基づく事項について資料に基づき事務局より説明］ 

 

◇計画番号（2）－ア①「議会の政策立案機能の状況」（議会事務局） 

◇計画番号（2）－ア②「議会基本条例の規定の遵守状況」（議会事務局） 

◇計画番号（2）－イ①「市民参加と協働」（議会事務局） 

委員    議会は市の執行機関の個別の審議会に資料の提出はせず、議会は議会基本条例の中で審議

していくということか。 

事務局   結果的にはそうなる。 

委員    それは自治基本条例に反するのではないか。 

事務局   議会としては、議会基本条例が先にできており、検証については議会側で実施していると

いう回答である。事務局としても市民の参加する附属機関でもあるのでここで検証もお願い

しているが、議会としてはこのような回答である。 

委員    自治基本条例は市の最上位に位置づけられる条例であり、その条例をもって資料の請求を

しているのに出せないというのは上下が逆転しているのではないか。それでも出せないと言

うのであれば、この場に来て説明をしてもらうべきではないか。 

委員    自治基本条例審議会は前向きな取り組みであるので、議会の活動を市民にＰＲする場とし

て活用していただくほうがいいのではないか。 

会長    自治基本条例が市の最上位の条例であるのは事実だが、一方で地方自治の原理として、議

会と執行機関は二元代表原理があり、どちらが上ということはない。それぞれが適切な緊張

関係を保って議論することが憲法原理となる。 

      しかし、自治基本条例は条文の中に議会と執行機関について記載があり、自治基本条例審

議会は、執行機関がどういう市民参加の手法をとっていて、それが自治基本条例に則ったも

のであるかを審議する場である。議会が議会の市民参加について、議会基本条例の中で推進

し検証していくというのは一理ある。ただ、そうであるならここで報告はいただきたい。議

会にはそういった意見がありますよということはお伝えいただく必要がある。 

事務局   議会に今日いただいたご意見を伝え、この資料の様式とは違っても何か報告してもらうよ

うお願いする。 

 

◇計画番号（2）－イ「市民参加と協働」（協働推進課） 

会長    第 10条１項、2項については市民参加条例で充実を図っていくことになる。これは 3月議

会に提案するのか。 

事務局   その予定である。 
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会長    そうすると、3 月中には市民参加条例ができる可能性が大きいと判断できる。関係機関と

の調整を課題に挙げているが、平成 28年度動き出した市民参加条例を実際に検証するのは、

平成 29 年度ということになる。政策提案制度が具体的にどれくらいの件数があり、どのよ

うに実現されていったかを議論していくことになる。政策提案制度と市民の声・私の提案の

差別化をするのは難しいが、そういった議論もここでしていくことになるのではないかと思

う。 

委員    市民参加の手続き方法にアンケートがあるが、どのようなアンケートを想定しているのか。

市民意向調査のようなものでやるのであれば、かなりの予算が必要なのではないか。また、

政策提案の 10人の連署というのは、本当に熱意をもった 10人か判断できるのか。単純に名

前だけ 10人集めるのであれば簡単すぎるのではないか。 

会長    連署については、やりながら運用を考えることになる。重要なのは形式だけでの判断では

なく、提案した人たちと話をすることである。 

委員    提案してみたら既にある内容だったということもありえる。提案する前にわかるといいの

で、そのための窓口があるといいと思う。 

事務局   市で重要な計画等を策定する際は、多くの場合で現状の把握、課題の抽出のためにターゲ

ットをある程度絞ったアンケートを実施する。そういったアンケートは完全無作為ではなく、

策定しようとする計画の内容に合わせたターゲットである。そのため市民参加条例ができた

からといって、これまでよりも大幅に予算がかかるというようなことは想定していない。 

会長    市民参加条例を知らずに、アンケート等無しで計画してしまうようなことがないよう、市

職員全体がしっかり理解しなければならない。アンケートをやらないならやらないでいいが、

やらない理由をしっかりと説明しなければならない。 

      今後はこの審議会でも、重要な計画等がしっかりと市民参加の手続きが適切にとられた上

で策定されているのか検証していく必要がある。 

事務局   職員への周知の際には、何が市民参加条例の対象となるのかしっかりと共有していかない

といけないと考えている。 

委員    市民参加条例が適切に運用されているかを検証し、政策提案の窓口となる課はかなりの事

務量になるのではないかと思う。組織の改編が必要となるのであれば、対応してしっかりと

した窓口を作ってもらいたい。 

委員    市民討議会や公聴会とはどんなものなのか。 

事務局   意見交換会は参加自由となるが、公聴会は意見交換会より色々な規定があり、重みもある。

討議会は例えば裁判員裁判のように、無作為に対象を選びこういう会議の場にきてみません

かという通知を出し、通知をもらった中で希望する人だけが参加できるものとなる。自主的

に参加することはないが、選ばれたなら行ってみようかなと考える層の意見を取り入れるこ

とができるのが特徴である。 

会長    討議会を条例の中に盛り込んでいる自治体は珍しい。参加する市民は勉強する必要もあり、

市は参加した人がどういう情報が欲しいのか知ることができる。しかし、参加してくれる市

民を探すのは中々に難しい。 

委員    市が重要なことを決めるのであれば知っておきたいなと思う。しかし、担当課が必要最低

限の情報を出し積極的な情報開示がないのであれば、むしろ積極的に聞きたい市民を引っ張

り込んであげれば議論の場が作れるのではないかと思う。この引っ張り込んであげる役割を

行政もしくは市民で作っていけるといいと思う。 
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会長    市民参加条例については、担当窓口をしっかり決めること、職員への周知徹底が大切にな

る。 

      既存の公聴の取組の回数が減っているがなにか要因があるのか。市民の要望がないという

ことか。 

事務局   いどばた公聴は行政が動いて行うことなので、もっと実施できるようする必要がある。ま

ちづくり出前講座は要望があって動けるものなので、周知の方法や講座のメニューが魅力的

になるよう工夫する必要がある。 

 

◇計画番号（2）－ウ①「執行機関の組織」（秘書企画課） 

委員    これについては外から見た我々ではよく分からない。働いている職員がどう感じるかが重

要であるかと思う。 

会長    職員がそれで働きやすくなったのであれば正解であるというのは一理ある。しかし、縦割

りの部分がクリアされているかを検証するのは必要である。例えば、協働推進課ができたか

らといって、協働が全部協働推進課の仕事と考えるようではいけない。 

 

◇計画番号（2）－ウ②「適正な定員管理」（秘書企画課） 

会長    岩倉市は職員の約半数が非正規ということになる。最小の人員で最大の効果が得られてい

ればそれでいいのか、働き方まで検証するのか。何か意見はないか。 

委員    行政の生産性とはどうやって測るのか。 

事務局   評価は本当に難しいが、市民意向調査の満足度という点で結果で図る方法がある。 

委員    最小の人員ということはまだ減らすことができるのか。 

事務局   毎年定員適正化計画で計画を作っているわけではないが、採用計画の際に各課の人員を図

っている。今まで国や県がやっていた事務がかなり市へ降りてきている。大きな市であれば

専門的な課を作って対応しているが、岩倉市の状況は厳しい。減らせる人数にも限界がある。 

委員    職員が減ってパートが増えたことによって職員の残業がかなり増えている。岩倉市は CO2

の削減目標がほとんどの部で達成できていないが、残業で電気がついていることに原因があ

る。定員が減って、働く職員の意欲向上をどう把握していくかも大切である。また、再任用

職員を積極的に活用することも大切である。 

会長    計画的かつ適正な定員管理はやっていてくれていると思う。ただ、働き方については考え

ていく必要はあると思うし、再任用をもう少し積極的に活用するのは考えていいのではない

か。何よりもパート職員が増えていることで残業が多くなっている事態があるのだとすれば

何らかの方法で解消しなくてはならない。 

委員    パート職員相当分を正規に置き換えてはどうなのか。 

事務局   図書館や保育園等、時間や時期をピンポイントで必要な場合に対応できないので難しい。 

委員    生産性を測るのは難しいとのことだったが、人件費や延べ労働時間で見るのもいいかと思

う。また生産性を測るのが難しいのであれば、上司は何を見て部下の働きぶりをどう評価す

るのか。 

会長    それについては、次のシートの人事評価で議論することとする。 

 

◇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」（秘書企画課） 
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会長    4月から人事評価制度が始まるとのことだが、それがボーナスに影響するのか。 

事務局   給与にも影響する。現行の制度では目標管理制度でそれぞれの目標をたて、進行管理をし

ながら面談をし、評価する。また、管理職についてはボーナスの査定を上司に評価され上が

る人もいれば下がる人もいる。 

委員    評価は性格等も加味されるのか。 

事務局   評価には性格や日頃の付き合い等は加味してはいけない。 

会長    国で始まり、地方公共団体も始めなければいけなくなっている。これは今後も見直しなが

らやっていくことになるのか。 

事務局   最初から給料への影響まで全てをやっていけるか分からないが、昇進等の判断から始めて

いくことになるかと思う。 

委員    制度が始まることでいがみ合うことがないよう、切磋琢磨できる制度にするようしなけれ

ばならない。また、評価者の研修をしっかりとし、評価者によって評価がばらつくことのな

いようにしなければならない。 

委員    市の職員は中での仕事ばかりでなく、市民と関わる外での仕事も多い。上司に見えにくい

中での仕事ばかりを評価してしまうと、市民の満足度に直結する外での仕事が疎かになりえ

る。 

会長    これは市民に向けての職員の能力と意欲を高め、より質の高い職員になってもらうもので

あり、課長にとって使いやすい職員を育てるものではないということは認識しておく必要が

ある。 

委員    職員にはパート職員も含まれるのか。 

事務局   含まれる。実際にパート職員にも必要な研修は行っている。 

 

◇計画番号（2）－エ①「法体系の構築等」（行政課） 

会長    審議会が市長に報告する際もこの書式でいくわけなので、市民の方にも分かりやすいよう、

いかに膨大な要綱の数があるか数字で示しておくべきである。 

事務局   要綱の数については把握しているはずなので、確認をしてフィードバックさせていただく。 

会長    議会及び執行機関の最高規範である条例として、その他の条例の法体系を構築する観点か

ら、議会基本条例の審議は尊重するがこの場での報告は欲しいということを触れておくべき。 

 

◇計画番号（2）－エ②「条例の制定・改廃の際の趣旨の公表」（協働推進課） 

会長    第 19 条第 2 項では 3 つの要件にあてはまる条例について公表するよう努める趣旨が書か

れているが、市民参加条例における検討により幅を広げて公表するようにしている。市民参

加条例のパブリックコメントを見させてもらったが、市の回答はしっかりできていると感じ

る。 

事務局   いただいたコメントを基に修正しているものもある。意義のあるパブリックコメントだっ

たと思う。 

委員    パブリックコメントは特定の人が多数出しているのか。 

事務局   例えば市民参加条例は 43件の意見が提出されているが、提出した人数は 12人である。一

人で 7件程度提出する場合はあるが、極端な偏りになっているわけではない。意見をくださ

る方は全体を見て意見をくださるので、提出件数もどうしても多くなりやすい。 

委員    一度パブリックコメントを出してくれればその後も出してくれる傾向にあるならば、パブ
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リックコメントを出すきっかけを作るような工夫をするといいかと思う。市民参加条例の時

のようにフォーラムのようなものもいいいかと思う。 

会長    単にパブリックコメントを出すだけではなく、積極的に意見を募集する工夫が必要だろう

とは思う。何でもかんでもやるのは大変だが、配慮があるといいと思う。 

委員    情報サロンが狭くなって紙でパブリックコメントを出しにくくなった。高齢者はメールで

出すというのも難しいので、紙で出す人にもう少し配慮があってもいいのではないかと思う。 

会長    市民参加条例によりパブリックコメントの手続概要を定めることになるが、職員への周知

はできているか。 

事務局   パブリックコメントをしないということは元々ほぼないが、期間を長くする分全体のスケ

ジュールは厳しくなる。しかし、定められればやらなければならないのでしっかりやる。 

 

次回は、平成 28年 3月 25日開催とする。追加資料の送付を含め、できるだけ早く通知する。 


