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西尾市行政評価委員会 

 
－ その役割 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成７年４月に発足した本会の役割は、 

 

① 行政改革の監視・調査・公表について

の評価を市長に報告すること。 

 

② 市政全般について、自己の発意に基づ

く意見を市長に述べること。 

 

③市政への苦情の申し立てがあった場合

に、公正かつ中立的立場から、苦情に対

する市の処理について調査・検討・評価

を行い、必要があると認めるときは、市

長に意見を述べること。 

 

④市長の求めに応じ、市への市民からの提

言や要望等及び苦情にかかわる各種施策

の問題点と改善の方策等について調査・

検討し、市長に意見を述べること。 
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ことばは少なくても、心は伝わります。先日、いつものよう

に人や車があふれる大きな交差点で信号を待っていたときのこ

とです。中央分離帯のある広い道路には、長い横断歩道がつい

ています。月に何日か、線状と点状の点字ブロックを使って一人で横断される白い杖

の男性を見かけていました。その日は、小雨が降っていました。その男性が左手に傘

をさして横断してきました。しかし、右手はいつもの杖でなく、通勤途中だと思われ

る若者の左肩の上でした。別れ際にさりげなく声を交わし、立ち止まることもなく二

人は別々の方向へ歩いていきました。一分間足らずのできごとでしたが、目の前の光

景は多くのことを語っていました。 

ことばを使って教えるときには、いろいろな心得があります。「大きな耳、小さな

口、優しい目で待つ」、昨年の冬に放送されたドラマ「フルスイング」の中の名セリ

フです。 

伝え合う、理解し合うことを一つの視点にして、皆さんのための行政のあり方を考

えていきたいと思います。 

 

 

 

 
 

 
昨年の秋、「コウノトリ」で有名な豊岡市へ、行政評価委員・

事務局の総勢５名で視察に行って参りました。そこで出会った

のは築 80 年の古びた庁舎で瞳を輝かせて仕事をする市職員、我が町について真剣に

議論する住民、「厳しい財政状況を職員や市民と共有するためには出来るだけ多くの

接点を持つことだ」と、精力的に歩き回る中貝宗治市長（53 才）の姿でした。 

『環境問題のシンボルでもあるコウノトリ「も」住める町作り・住民が誇りを持っ

て活き活きと暮らせる町作りを目指す』との明確な方針を示し、着々と改善・改革を

推進されていました。「いくら良い活動でも経済に繋がらなければ長続きしない。良

い活動を長くするためには広げないといけない。環境問題に関心の無い人も環境を良

くすると儲かる！だから環境に良い行動をしたくなるような仕組み作りで、自主的な

活動を育てる。目的に近づくためには、まず、目の前の一歩。中間目標をどれだけ示

せるかが勝負！だからコワザの積み重ね。数が力になる。情念と理念が一致して初め

てコトが成る、人と人との繋がりが人間を救う！」と情熱的に語りながらも、マスコ

ミには殆ど登場しない市長と、それを支える職員のみなさんのことを、テレビ・新聞

などで豊岡「コウノトリ」のニュースに接するたびに思い出しています。 

＜行政評価委員のひとこと＞ 

若者が見せた「心」 

代表行政評価委員 浅岡 文雄 

コワザの積み重ね 

行政評価委員 三浦 眞澄 
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今春、平成１４年４月から７年間の行政評価委員を退任させて頂きました。今はホ

ッとした気持ちと一抹の寂しさが同居し、あれこれ思い出すたびに笑っています。こ

の７年間の岡田先生をはじめとする皆さんとの出会いに感謝します。表題の精神を思

う存分に楽しませて頂きました。平成１８年秋から１９年３月までの「市の一般任意

的事業の２６６事業（老人ホ－ムを除き２６５事業）」のすべての評価は圧巻でした。

平成２０年秋の「市民満足度アンケート」に続いての「職員アンケート」も真剣な遊

び心からでした。三浦先生とご一緒に物を言うたびに仕事は増えましたが、それは「物

言えば唇寒し」ではなく「物言えば心篤く、心熱く、心楽しい」ものでした。豊岡見

学も印象的でした。浅岡先生、小林先生、そして、職員の皆さん、お世話になりまし

た。最後に西尾市が皆さんの努力によってより住みよい街になることを心から願いペ

ンを置きます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

この度４月１日より行政評価委員を仰せつかりました永谷和之

と申します。中根常彦弁護士、川上明彦弁護士に続き弁護士とし

ては３人目の行政評価委員となります。誠に若輩ではありますが、精一杯この大役に

取り組む所存ですので、何卒宜しくお願いいたします。 

 縁あって近隣の自治体にも関わらせていただいておりますが、昨今は「市民協働」

を如何に推進するかがひとつの大きな課題となっています。市民がどのように公共に

関わっていくべきか、行政と市民がどのように協力関係を構築するかという問いは難

問で、未だにこれだという解答はないと思いますが、私たち市民が行政や地域に対し

て関心を持つことが必要であることは間違いありません。私は、このための入り口の

1 つとして、行政評価委員会に対する「苦情の申立て」があっても良いのではないか

と思っています。本当に身近な問題から行政とのつながりを実感し、私たち市民が主

体的に関わることでこの西尾を少しずつ良くすることができる、そんな想いを感じて

いただける行政評価委員会でありたいと願っております。 

苦情申し立てから市政へ関心を  

行政評価委員 永谷 和之 

退任の弁・「せっかくなら徹底して 

やりましょう」で７年間 

※平成14年度から平成20年度まで（4期7年）お務めいただきました。 

行政評価委員 川上 明彦 

※平成２１年度より新たに就任いただきました。
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１ 西尾市行政評価委員会の活動状況 
 

(1) 行政改革の監視等について 

景気の動向が不透明な中、行政は厳しい財源での運営を余儀なくされ、更なる

業務の効率化、変革への対応、透明化等が強く求められています。 

特に、行政運営については、「開かれた市政と市民参加の視点」を重視して行

われる必要があります。 

中立的第三者機関として、公正、中立な立場での監視や調査、公表機能を持つ

本委員会はこうした視点に立ち、行政改革の進捗状況の監視等に努めています。 

平成２０年度は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一

部改正に伴い、西尾市教育委員会から評価依頼を受け、同教育委員会が

所管する事務から抽出した１３事業について評価を行いました。 

 

(2)発意に基づく意見陳述 

平成２０年１０月に市民アンケート、同年１１月に職員アンケート

を行いました。その結果を踏まえ、平成２１年３月１８日に、市職員

の意識の涵養あるいは諸制度の新設・見直しを求める発意を行いまし

た。 

 

(3)苦情申し立ての受付処理 

本委員会は、事務局を市役所企画部企画課内に置き、面談場所を市役所の市民

相談室に設け、原則として毎月第１、第３月曜日に、西尾市行政評価委員３

人の輪番により面談を実施してきました。 

申し立て手続きについては、市民が容易に行えるように、リーフレッ

トや苦情申立書を市役所内の事務局と市民課ロビーのほか、市内１６か

所の公共施設に配置し（参考資料４４頁参照）、市のホームページでも

本委員会の役割を分かりやすく紹介しました。 

また、平成１９年度の行政評価委員会報告書も公共施設に配置し、申

し立て内容等の公表に努めました。 

苦情申し立てについては、面談だけではなく、便宜を図るため電話や

ファクス、郵送、代理人、Ｅメールでも受付けて、調査や検討を行い、

評価をしました。 

平成２０年度は、市長の所管する業務執行に関する事項、当該業務に

関する職員の行為等に関する申し立ては３件ありました。 
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  ○苦情申し立ての受付状況 

平成２０年４月１日から２１年３月３１日までに、本委員会が受付けた苦情申

し立ての件数は下記の３件です。 

（３ 参考資料・第３部｢苦情申立ての処理事例｣ ３４頁参照） 

申し立てのあった苦情の内容は、住民票・身分証明書の手数料に関す

るもの、住宅用高効率給湯器設置費補助金の申請に関するもの、市県民

税の住宅ローン控除制度に関するものです。 

 
  ○受付件数３件の処理状況 

１ 苦情申立人に結果通知をしたもの ················ ３件 

 (1) 評価を行ったもの ····················· ２件 

 (2) 調査中止・打ち切ったもの ············· １件 

 (3) 管轄外となったもの ··················· ０件 

２ 調査継続中のもの ･･････････････････････････････････ ０件 

 
３ 取り下げ及び相談のみのもの･･･････････････････････ ０件 

 
４ その他のもの（匿名で内容報告のみ） ･･････････････ ０件 

 

 合  計   ３件 

(4) 市長の求めに応じて行う職務 

本年度は市長から本委員会への求めはありませんでした。 

 

(5) その他 

平成２０年１１月２７日に総務省（東京都）で開催された「オンブ

ズマン制度連絡会」に本委員会も出席し、全国の行政オンブズマン２３団

体と活発な意見交換を行いました。 

 

活動全般にわたっては、当然のことながら公正かつ中立的立場から、本

会の役割を果たすことを基本方針として取り組みました。 
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２ 西尾市行政評価委員会の所見 
 

１ 西尾市教育委員会が所管する事務の評価について 

   平成２０年４月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が一部改正され、   

教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及

び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに公表す

ることとなりました。 

上記を背景に平成２０年１０月、西尾市教育委員会から本委員会へ評価依頼があ

り、本委員会では西尾市教育委員会が所管する事務から抽出した１３事業について

評価を行い、同年１２月に結果を回答しました（委員所見については参考資料１０

頁参照）。 

 なお、事業の改革改善の提案は、文末を以下の２種類に分けて行いました。 

○ 「～要請します」 早急に検討し、年度内に改善実施していただきたい。 

○ 「～希望します」 年度内に検討を加え、数年以内に改善実施していただきた

い。 

また、今後は評価を行った事業の検討・進捗状況について、西尾市教育委員会の対

応結果を照会していく予定です。 

 

２ 発意について 

本委員会では、平成２０年７月に行われた西尾市役所の新庁舎への移転を

機に、市民の方々が職員の対応や新庁舎の利用についてどのように感じられ

ているのかを調査するために、同年１０月に「市民満足度アンケート」を実

施しました。また、市民と直接対応している職員がどのような姿勢で対応し、

どのような困難や悩みなどがあるのかを調査するために同年１１月に「職員

アンケート」を実施しました。 

 市民の方々に、職員の対応や新庁舎の利用に関して意見・感想を求めるこ

とは、市政に対する信頼や満足度を測るとともに、この利用者の声は、評価

される者の気持ちを引き締め、時には職員の自信につながり、時には職員の

対応や市庁舎の改善点を知る宝庫となります。 

また、市民に直接対応されている職員に対し、その対応の姿勢をお尋ねし、

実態を調査するとともに、日常では打ち明けにくい特殊な市民への対応の困

難さや悩みなどについてもお尋ねしました。この場合、職員の声は匿名性確
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保のために、直接、本委員会委員だけがその声を確認し、本委員会事務局さ

え関与しないことといたしました。そのため、アンケート結果では「職員の

生の声」に触れることができ、非常に興味深い内容を知ることができました。

その中では、多数の職員から同一の課題についての言及があり、事態の重要

性を感じさせられるとともに、職員意識の問題点も浮かび上がってきました。 

こうしたアンケート結果を基に、平成２１年３月１８日に市職員の意識の

涵養あるいは諸制度の新設・見直しを求める発意を行いました（発意書・ア

ンケート結果については参考資料１４頁参照）。 

本委員会では、アンケート結果から読み取れた諸事情を踏まえ、総合的に

考慮し信頼される市政を築くために、当面の課題として発意した次第です。

今後は、この発意書の検討・進捗状況について西尾市の対応を照会していく

予定です。 

 

３ 苦情申し立ての評価について 

本委員会は、平成２０年度中に３件の苦情申し立てを受けました。その苦

情の評価にあたっては、担当課に資料の提出を求め、公正・中立的な立場で

事情聴取をし、３委員合議の上で申立人および担当課あるいは市長宛に評価

結果を通知しております。平成２０年度は３件の評価結果通知となっていま

す。近年の苦情申し立て件数は、緩やかな減少傾向にあります。これが、苦

情対象が減ったというのであれば好ましいことですが、広報不足によるもの

であれば、更に市民の皆さんに、この制度を知っていただかなければならな

いと考えます。この苦情申し立てを利用して改善されることも多数あります。

市民の皆様が直面した問題を解決することで、より住みやすい西尾市を創っ

ていくことができるよう、この制度を積極的に活用していただきたいと心か

ら願っています。  
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おわりに、本年度も本委員会の職務遂行にあたって、誠実に対応された関

係各課の皆さんに感謝します。 

 
 

代表行政評価委員  浅 岡 文 雄 

行 政 評 価 委 員  三 浦 眞 澄  

行 政 評 価 委 員  川 上 明 彦 
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第１部  西尾市教育委員会事業の評価所見 

 

【所見欄の文末の記述について】 

 

 ○「～要請します」  

早急に検討し、平成２１年度内に改善実施して

いただきたい。 

○「～希望します」  

速やかに検討し、数年以内に改善実施していた

だきたい。 



■西尾市行政評価委員会における教育委員会事業の評価所見について

19 3 学校教育課 教職員等研究、研修事業

　当事業は教職員にとって教員の資質向上のために必
要な部分であり、幼保小の連携や小中一貫教育など、
新たな変化に対応する教育ニーズに応えるため、各校
に研究的な姿勢を強めてもらう上でも、事業の拡大を
要請します。

19 9 学校教育課 国際理解教育推進事業

　外国人児童が増加する中で、児童間の日本語能力
に格差が生じているようです。入学前の適応指導教室
（プレスクール）の必要性を感じますので、保育園の遊
戯室を活用するなど、工夫しながら充実させることを希
望します。

19 11 学校教育課 特色ある学校づくり推進事業

　平成18年度から事業費の配分を児童生徒数の配分
方式から提案方式に変更したことは評価できます。今
後、選考方法に外部委員を導入し、多彩な意見を尊重
し、努力、工夫をした優秀校には配分額を100万円にす
るなど、優秀校のメリハリをつけることを要請します。

19 10
教育委員会
庶務課

小学校コンピュータ管理事業

19 19
教育委員会
庶務課

中学校コンピュータ管理事業

- -
教育委員会
庶務課

施設整備計画に関する評価

　耐震施設整備は計画的、積極的に実施しており、評
価できます。玄関に無線のインターホンを設置するな
ど、施設面以外の安全安心を図る防犯部分の充実を
希望します。

19 2 文化振興課 文化公演等開催事業

　西尾市文化振興プランを策定し、自主運営のための
人材育成講座計画は評価できます。文化協会への助
成を継続しながら、各種団体の文化事業については、
会場費助成による活動支援が実施されるよう希望しま
す。

事
業
年
度

整
理
番
号

担当課 事業名 所　　見

・目的達成に必要な範囲で低額なパソコンの導入、あ
るいはリース期間の再考を要請します。

・パソコンを使用した授業数は年間を通しても少ないと
思われますので、本当に必要なパソコン台数を精査す
ることを要請します。

・「コンピューター利用研究会」と意見交換を綿密に行
い、必要最小限の範囲でパソコン導入が実施されるこ
とを要請します。

－11－



事
業
年
度

整
理
番
号

担当課 事業名 所　　見

19 8 子ども課 放課後児童健全育成事業

・児童ｸﾗﾌﾞは地域によって定員割れをしているところと
待機児童が存在するようです。定員見直しを含め待機
児童の解消に努められるよう要請します。
　
・小学校敷地内にプレハブ建ての施設で実施している
とのことですが、「授業終了後、適切な遊び及び生活の
場を与え健全な育成を図るとともにその保護者を支援
する」という事業目的が達成されるように、関係各課と
の連携を密にして将来を見通した運営・管理計画に基
づく機能的な施設となるよう希望します。特に中央児童
クラブは西尾小学校と距離があり移動に危険を伴うた
め、西尾幼稚園舎の利用も含め再度の検討を要請し
ます。

・児童ｸﾗﾌﾞを利用する親子からの要望などを吸い上げ
ることのできるよう、情報収集に力を注ぐことを要請し
ます。

・特別な障害を持つ児童の児童クラブ利用について
も、施設・設備の充実を含め十分な対応が出来るよう
基本計画を充実されることを要請します。

19 21 子ども課 保育園運営事業

・保育園運営に関して、市としての統一したカリキュラ
ム（計画、方向性）を策定されているのとのことですが、
各園の特色については積極的な情報交換を行い、互
いに切磋琢磨できるよう要請します。また公立・民間の
お互いに良いところを取り入れて、カリキュラムを毎
年、より良いものに作り変える作業を通して、西尾市の
保育の質が官民ともに向上するよう要請します。

・保護者へのアンケートは民営化した年度だけ実施し
ているとのことでしたが、利用者へのアンケートは毎年
もしくは半期に一度など積極的に実施し、その内容を
真摯に検討し事業に反映させることができる仕組み作
りを要請します。

・0歳から15歳まで幼保小中と一貫性のある行政サー
ビスで対応できるよう、保健センターや子ども課を始め
とする教育委員会各課が常に連携し事業を進めること
を要請します（例：良い母親になるための教育を、中学
校時代から実施するなど）。また、市内の高等学校、専
門学校などへも積極的に働きかけて地域の明日を担う
人材の育成に努めるよう希望します。
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事
業
年
度

整
理
番
号

担当課 事業名 所　　見

19 27 子ども課 子育て支援事業

・地域の明日を担う子育て支援は行政として取組むべ
き重要な事業です。他市から転入し初めての土地での
子育てに不安をもつ未就学児親子の子育てを応援す
るためにも「子ども広場」には一日滞在できる広い遊戯
スペースと共に飲食コーナーや読み聞かせコーナーを
設けるなどの施設設備の充実も必要です。子どもが安
全に遊べる場があれば、母親も自然に集まり、情報交
換の中で子育てへの悩みの解消も期待できます。現在
の保育園等の一室を活用した臨時施設などでは十分
な環境とは言えないため、文化会館や新庁舎の一部
の開放、図書館のテニスコート跡など駐車場・自然環
境などに恵まれた新たな「常設子ども広場」の検討も含
め積極的に設置場所の検討に取組まれることを要請し
ます。

・児童の出入りが頻繁なため、サークルづくりが難しい
とのことですが、現在のサークルの形態に固執するこ
となく、携帯サイトの活用なども含め子育て世代の情報
交換支援システムを構築や専門相談機関の設置に関
し、新しい事業展開を工夫し早急に実施されることを要
請します。

19 6 生涯学習課 青少年健全育成事業

・少年の補導は危険が伴い、警察の力が必要とのこと
ですが、警察との連携を図るにあたり、他市の状況な
ども参考にされ現在の形式的な巡視体制は抜本的に
見直されることを要請します。また、少年たちの心理状
況などを専門的に扱える、専門家を活用するなど、より
実践的で効果的な対策となるよう工夫を重ねられるよ
う希望します。

19 12 生涯学習課 家庭教育事業

　『普段、父親の存在（働いている姿など）を子どもたち
が目にすることは少なく、子どもたちの前に父親を示し
ていくことが必要であり、「子育てｻｰｸﾙ協議会」「オヤ
ジの会」と連携し、家庭教育講座を実施している』との
ことですが、教師を交え親同士が語りあうことのできる
参加型の活動の充実を今以上に図ってしていくことを
要請します。ただし、この事業が生涯学習課単独で行
われていることには疑問がありますので、関係各課と
再度検討し、より実践的な事業内容となるように希望し
ます。

19 27 生涯学習課 学校体育施設開放事業

　受益者負担が原則と考えるため、有料化が妥当と思
われます。ふれあいセンターの無料化との整合性につ
いては、体育館とふれあいセンターの設置目的の違い
から、別問題と判断すべきと考えます。有料化を積極
的に検討するとともに、有料化に伴う設備管理責任も
含め、市民のスポーツ振興支援がより進むことを希望
します。

－13－
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第２部 発意書（写）・アンケート結果一覧表 
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平成２１年３月１８日 

発 意 書 

西尾市長 殿 

西尾市行政評価委員会  

代表委員 浅岡 文雄 

委員 三浦 眞澄 

委員 川上 明彦 

 

本委員会は、西尾市行政評価委員会要綱第３条第１項第３号に基づき下

記のとおり発意しますので、積極的に実施されますようご配慮ください。 

記 

第１ 発意の趣旨  

市民及び市職員に対するアンケート結果を踏まえ、信頼される市政を

築くために次の諸点につき職員の意識のかん養あるいは諸制度の新設・

見直しが行われることを発意します。 

 

1 あるべき市民対応に向けて 

(1) 市民の声の反映 

市民アンケート結果や市民の声に真摯に耳を傾け、プライバシ    

ー保護・子どもスペースの拡充・ロビーの有効利用など市民から

の改善提案を積極的に検討し、新庁舎利用開始を契機として、よ

り一層の市民サービスの向上に努められたい。 

 なお、庁舎の総合受付は、市民サービスにおける「市の顔」と

して重要であり、役職者が交代当番で対応することも含め、細心

かつきめ細やかな対応ができる体制を確立するように努められ

たい。また、電話交換については、現状と課題を検証し、その在

り方や運用方法につき十分検討するように努められたい。 

（2) 市民に対する職員意識の改善・再確認  

住民起点での行政運営、住みたい西尾市づくりのための職員    

の本務は住民福祉の向上にあることを職員全員で共有化し、ある

べき市民対応のできる職員の育成に努められたい。 

写
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 職員には「市民からの苦情は、これを職員に対する非難と見て

弁解を考えるのではなく、改善のヒントの宝庫として、いかに改

善するかを考える」という発想のかん養に努められたい。   

 

2 市民サービスを十分行える職場への改善に向けて 

（1）５Ｓ運動の見直し 

現在、本市で実施されている５Ｓ(整理、整頓、清掃、清潔、

躾)運動については、多数の職員から改善の要望が寄せられて

おり、理念に逆行した運用がなされることのないように次の諸

点を留意のうえ早急に見直しを行われたい。 

① 各課の実情を考慮の上、できる限り勤務時間内に５Ｓ運動が

可能となるように配慮し、職員に無償の時間外労働を強いるこ

とのないようにされたい。 

②  発表自体が目的化し、職員が５Ｓ運動の発表に腐心させられ

ているとの指摘も多いので、発表の準備、会議への出席及びそ

れに関するグループリーダーの負担軽減を図り、本来の職務に

支障を与えていることのないようにされたい。 

③  「市民サービスの向上に資するよい提案」が出された場合、

それを全庁的に展開し、後に検証を行うように努められたい。  

（2）特殊市民への対応方策 

相当な範囲を超えた言動・要求を行う「特殊市民」への対応

のために、対応マニュアルの整備、実践的研修の実施を行うほ

か、特に次の諸点に留意されたい。 

①  上司は、特殊市民に畏怖することなく部下とともに特殊市民

に対応されたい。 

②  特殊市民の対応には、各課の緊密な連携が必要であるため、

各課においてその連携方法を模索されたい。 

③  特殊市民の形成を助長しないために特に管理職以上の立場 

にある人が軽々な発言をしないようにされたい。 

④  特殊市民への対応が困難な職場 (例えば、女性のみで構成さ  

れており応援を得にくい環境にある場合など)について警察と
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の連携も視野に入れて警備体制を確立されたい。 

（3）部下の上司に対する評価制度の新設 

   職員が市民サービスあるいは職場の改善提案を自由闊達かつ積   

極的に行うことができ、かつ、職場内のパワーハラスメントある

いはセクシャルハラスメントを予防するための環境を築くために、

上司の部下に対する評価制度にとどまらず部下の上司に対する評

価制度の新設に向けて積極的に検討されたい。その場合、部下の

上司に対する評価が委縮する危険性がない方策も併せて検討され

たい。 

（4）職員の相談窓口の新設 

「職員の声や悩み」を聞くために、現在実施されている「市民

の声」と同様な制度の検討のほか、目安箱や悩み事相談室の設置、

民間の専門相談員の配置あるいは通報先を完全な第三者も含ま

れる公益通報制度への改善など、職員が活き活きと働ける職場環

境づくりに資する制度を積極的に検討されたい。 

（5）残業の在り方についての再検討 

 残業については、適正な手当ての支払いがなされるべきこと

はもちろんであるが、無用な残業を生じさせないための諸制度

（グループ制など）の実効性が確保できるように更に改善の努

力をされたい。その際、職員個人の特性における残業の多寡が

指摘されることもあるので、その点も留意され、残業に関する

職員意識の向上にも努められたい。 

（6）消防署における「現行の再任用制度」の改善に向けて 

 消防署は、その特殊性から上命下服を徹底している職場であ

る。そこにおいて、元の部下が再任用後の元の上司に対して役

職上指示命令を出すことは事実上困難である。しかし、現行の

再任用制度は、その配慮が不足している。再任用制度を有効か

つ無理がない制度にするためには、事務職あるいは市民への啓

蒙・指導を推進する再任用者独自の職場にしていくことと責任

体制づくりが重要である。そのため、消防署における現行の「再

任用制度」の改善に向けて見直しをされたい。  
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（7）職員間の意識の改善に向けて 

① 正職員と臨時職員の在り方については、職務遂行の効率性に 

ついて大きな影響を与えるところであり、臨時職員への研修・

教育の充実並びに職務に対する士気を高められるように図ら

れたい。それとともに、正職員と臨時職員の各職務の相互理解

と相互の尊重は重要であり、ごく一部の正職員であっても臨時

職員に対する対応が不遜であったりすることのないように意

識の向上に努められたい。 

② 現在、幼稚園と保育園の一体化が進んでいるものの、市内に 

は公立幼稚園は３園しかなく人事交流には限界がある。このよ

うな条件下において、職員が幼児教育に柔軟かつ積極的な発想

と行動を展開するためには、公立と民間との交流を深め相互の

見識を拡げ深めたり、男性職員の採用を積極的に進めたりして

新たな刺激を受けることが重要であると考えるので、その点を

考慮した諸施策を展開されたい。 

 

第２ 発意の理由  

 

１ 市民満足度アンケートの実施 

西尾市は、平成２０年７月、新庁舎に移転しました。本委員会の目

的は、市政の公平性及び信頼性を高め、開かれた市政の一層の進展を

図ることにもあります。そこで、本委員会は市民に対し、平成２０年

１０月１日～同月８日の間、実施期間中の窓口利用者すべて（営業行

為者など一部除く）に対し、職員の対応や新庁舎の利用について別紙

のとおり「市民満足度アンケート」を実施しました。（準備枚数：4235

枚(事前に聞き取り調査) 配布部数：1,393部 配布率：32.9％ 回収

部数：1,179部 回収率：84.6％） 

 このアンケートは、市政に対する信頼や満足度に直結し、その結果

は、評価される市職員の気持ちを引き締め、時には市職員の自信につ

ながり、時には市職員の対応や市庁舎の改善点を知る宝庫となると考

えたわけです。その結果は、別紙「市民満足度アンケート」結果一覧
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表のとおりです。 

  

２ 職員アンケートの実施 

本委員会は、信頼される市政を考えるためには、市民だけでなく職

員の「生の声」も聞く必要があると考え、部長職以下の職員７２４人

（市民病院診療部、看護部、学校職員を除く）に対し、平成 

２０年１１月２６日～１２月９日の間、別紙のとおり職員アンケート

を実施しました。 

 従来の職員向けのアンケートでは、他の職員に内容が知られてしま

い、回答者の匿名性が確保されずに自己の名誉や評価にも繋がりかね

ないことから「生の声」が反映しにくかったと思われます。そこで、

今回のアンケートでは、職員の匿名性を確保するために回答を封筒に

て密封（糊付け等）し、各課にて取りまとめて本委員会の事務局へ提

出し、同事務局はそれらを開封することなく行政評価委員に交付し、

それを行政評価委員３名だけで集約しました。公表可能と考えられる

部分は、別紙「職員アンケート」結果一覧表のとおりです。 

 

３ まとめ 

本委員会では、両アンケート結果を踏まえて意見交換を行いました。

特に職員アンケートについては、自由記載欄への意見記入が多数に上

り、職員の「生の声」に触れることができました。その中では、多数

の職員から同一の課題についての言及があり、事態の重要性を感じさ

せられるとともに、職員意識の問題点も浮かび上がってきました。 

 本委員会では、それら諸事情を踏まえ総合的に考慮し、信頼される

市政を築くために、当面の課題として発意の趣旨のとおり発意する次

第です。 

以 上 
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市民アンケート結果からの要望事項 

 

○案内表示について 

5 人に 1 人は初めて来庁する市民であり、高齢者にも分かりやすい字

の大きさ、掲示箇所数、掲示場所などを再検討されたい。来訪者の多く

が市役所内の事情に明るくない訪問者であることを配慮し、定期的に来

訪者に簡単な聞き取り調査を行うなど、常に改善工夫を重ねて頂きたい。 

 

○言葉遣いについて 

市民満足度向上のための標準的な対応マニュアルの作成、ロールプレ

イングによる訓練、電話の対応や窓口対応コンテストなど、市民対応力

改善に努められたい。「あいさつ」、「笑顔」などの基本的な行動ルール

なども臨時職員等も含めた職場内で取り決めをし徹底されたい。自然に

笑顔の出るような職場環境作り(職員満足度向上)にも配慮されたい。 

 

○服装などについて 

服装検討プロジェクトなどを立ち上げ自主的に、他市、他施設の事例

も参考にして市民が好感を持つ服装に関するルールを定められたい。名

札については、特に名前、担当部署の確認が市民から容易にできるよう

早急に改善し徹底されたい。一部既に改善が見られるが、定期的な自主

チェック機能が働くしくみ作りも検討されたい。 

 

○市民対応について 

用件に入る前の受付段階において市民は困惑したり、不満を持ってい

ることがアンケ－ト結果から読み取れる。来庁者がカウンターに来ても

気付かない(ふりをする)ことは言語道断であり、改善策を早急に立てる

必要がある。改善策を早急に立てること。また「同じことを二度言わさ

れた」ということがクレームになることを自覚できる職員を育成された

い。 



市民満足度アンケート 

西尾市行政評価委員会 
 

西尾市行政評価委員会(※)では、西尾市役所の新庁舎への移転を機に、市民の方々が職員の対

応や新庁舎の利用についてどのように感じていらっしゃるのか、アンケート調査を実施していま

す。ぜひご協力をお願いします。（※「西尾市行政評価委員会」については裏面のとおりです。）  

 

問１ 市役所を訪問された時間帯はいつでしたか 

  １．8:30～12:00  ２．12:00～14:00  ３．14:00～17:15 

問 2 市役所を訪問された目的は何でしたか（複数回答可） 

  １．各種申請（証明書の取得、各種届出等） ２．相談  ３．その他（         ）  

問３ 手続き・相談等にかかった時間はどれくらいでしたか 

  １．10分以内 ２．10分～20分 ３．20分～30分 ４．その他（     ）分         

問４ 市役所を訪問される頻度はどれくらいですか 

  １．初めて  ２．月（  ）回程度  ３．年（  ）回程度  ４．数年に一度くらい 

問５ あなたの年齢はおいくつですか？ 

  １．10代 ２．20代 ３．30代 ４．40代 ５．50代 ６．60代 ７．７０代以上   

問 6 市役所の職員の対応について 

 ① 言葉づかいや態度はどうでしたか          （満足 やや満足 やや不満 不満） 

 ② 身だしなみ（服装・髪型・名札の位置等）はどうでしたか  （満足 やや満足 やや不満 不満） 

 ③ 案内や説明は分かりやすかったですか       （満足 やや満足 やや不満 不満） 

④ 専門知識は十分だと感じられましたか       （満足 やや満足 やや不満 不満） 

⑤ 担当者以外の職員も感じの良い笑顔でしたか    （満足 やや満足 やや不満 不満） 

⑥ かかった時間はいかがでしたか          （満足 やや満足 やや不満 不満） 

問７ 新庁舎の利用・雰囲気について 

 ① 案内表示などは分かりやすかったですか      （満足 やや満足 やや不満 不満） 

 ② 設備面（エレベーター、エスカレーター、 

カウンター、冷暖房等）は満足できましたか    （満足 やや満足 やや不満 不満）  

問８ 総合評価(10点満点)   10 － ９ － ８ －７ － ６ － ５ － ４ － ３ － ２ － １       

問９ 本日、輝いていたと感じる職員に出会われましたら、職員名(わかれば)とその理由を教えてくだ     

さい。 

 

問 10 自由意見（本日、市役所を訪問されて感じた良かった点、悪かった点、何か改善してほ

しい点などがありましたら具体的にご記入ください。別紙を追加していただいても結構です） 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

当アンケート実施期間は

10／1～10／8 です。 
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※アンケートに関するご質問等は、下記行政評価委員会事務局（企画課内）までお願いします。 

※アンケート結果は西尾市行政評価委員会が責任を持って管理し、特にご本人が希望された場合

を除き、個別の情報を公開し個人が特定されるようなことはありません。 

※本日、アンケートを提出できない場合は、後日、回収ボックスに入れていただくか、郵送して

いただくこともできます。郵送される場合は１０月１４日（火）までに下記のあて先までお願

いします。  

 

 

 

 

 

 

◎ 西尾市行政評価委員会からのお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 市の仕事や職員の行為に納得できない、そんなときは行政評価委員会をぜひご利

用ください！！ 

 ●どんなことでも申し立てできますか？ 

   申し立てのできる事柄は、市の行う仕事とその仕事に携わっている職員の行為で、申立人

の利害にかかわることであり、原則1年以内にあった事柄です。 

 ●だれでも申し立てできますか？ 

   申し立てのできる人は、市内在住者に限らず市政に対して自らの利害にかかわる苦情を持

つ人です。市外在住者や外国人、法人も対象になります。 

 ●申し立ての手続きはどのようにしますか？ 

   「苦情申立書」に必要事項を記入して、西尾市行政評価委員会事務局（企画課内）に提出

してください（代理人提出、郵送、メール、ファクス、いずれも可）。また直接行政評価委員

会に苦情の申し立てを行いたい場合は、事前に予約が必要です。相談日は原則毎月第1･3月

曜日の午後1:30～3:00まで、市役所1階の11相談室（市民ロビー東側）で行っています。   

 

～今回のアンケート趣旨について～ 

西尾市行政評価委員会では、市政の公平性及び信頼性を高め、開かれた市政

の一層の進展を図ることを目的としています。また、その職務の重要なひとつ

として「市政全般について、自己の発意に基づく意見を市長に述べること」が

あります。今回のアンケートは、その職務を全うするための前段階としての調

査となります。 

 市民の方々にとって、職員の対応や新庁舎の利用についての意見・感想は、

市政に対する信頼や満足度に直結します。さらに、こうしたアンケートの声は、

評価される者の気持ちを引き締め、時には職員の自信につながり、時には職員

の対応や市庁舎の改善点を知る宝庫となります。 

 市民の皆様には今回のアンケートの趣旨をご理解の上、当アンケート調査に

ご協力いただきたく、よろしくお願いします。 

 

【あて先・問合わせ先】 
〒４４５－８５０１（住所不要） 
西尾市役所 企画課 行政評価委員会事務局 まで 

   電話：０５６３－５６－２１１１（内線３２０３） 
   ファクス：０５６３－５６－０２１２ 
   メール：kikaku@city.nishio.lg.jp   
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「市民満足度アンケート」結果一覧

問１　市役所を訪問された時間帯はいつでしたか。

問2　市役所を訪問された目的は何でしたか（複数回答可）。

問4　市役所を訪問される頻度はどれくらいですか。問3　手続き・相談等にかかった時間はどれくらいでし
たか。

無回答
1%

複数回答
1%

14:00～17:15
27%

12:00～14:00
21%

 8:30～12:00
50%

 8:30～12:00　　　　　

12:00～14:00　　　　　

14:00～17:15　　　　　

複数回答

無回答　　　　　　　　　

その他
8%

複数回答
1%

無回答
3%

各種申請
79%

相談
9%

各種申請（証明書の取得、各種届出等）

相談

その他

複数回答

無回答

10分以内
59%

無回答
13%

10～20分
20%

その他
1%

20～30分
7%

10分以内

10分～20分

20分～30分

その他

無回答

初めて
17%

月( )回
32%

年( )回
36%

その他
12%

無回答
3%

初めて

月（ ）回程度

年（ ）回程度

その他

無回答

－23－



「市民満足度アンケート」結果一覧

問5　あなたの年齢はおいくつですか。

問6　市役所の職員の対応について

①言葉づかいや態度はどうでしたか。 ②身だしなみ（服装・髪型・名札位置等）はどうでしたか

③案内や説明は分かりやすかったですか。 ④専門知識は十分だと感じられましたか。

50代
19%

40代
17%

30代
19%

20代
12%

70代
10%

無回答
2%

10代
1%

60代
20%

10代 20代 30代 40代

50代 60代 70代 無回答

満足
68%

やや満足
27%

無回答
3%

不満
0%やや不満

2%

満足

やや満足

やや不満

不満

無回答

満足
66%

やや満足
29%

やや不満
2%

不満
0% 無回答

3%

満足

やや満足

やや不満

不満

無回答

満足
66%

やや満足
26%

やや不満
3%

不満
1%

無回答
4%

満足

やや満足

やや不満

不満

無回答
満足
58%

やや満足
29%

無回答
8%

不満
1%

やや不満
4%

満足

やや満足

やや不満

不満

無回答

－24－



「市民満足度アンケート」結果一覧

⑤担当者以外の職員も感じの良い笑顔でしたか。 ⑥かかった時間はいかがでしたか。

問7　新庁舎の利用・雰囲気について　

①案内表示などは分かりやすかったですか。

問8　総合評価（１０点満点）

②設備面（エレベーター、エスカレーター、カウン
ター、冷暖房等）は満足できましたか。

満足
53%

やや満足
34%

やや不満
6%

不満
1%

無回答
6%

満足

やや満足

やや不満

不満

無回答

やや満足
26%

満足
61%

やや不満
4%

不満
1%

無回答
8%

満足

やや満足

やや不満

不満

無回答

満足
46%

やや満足
37%

やや不満
10%

不満
2%

無回答
5%

満足

やや満足

やや不満

不満

無回答

満足
49%

やや満足
33%

やや不満
3%

不満
1%

無回答
14%

満足

やや満足

やや不満

不満

無回答

7点
11%

8点
25%

10点
23%

1点
0%

2点
0%

無回答
10%

6点
5%

9点
21%

5点
3%

4点
1%

3点
1%

1点 2点

3点 4点

5点 6点

7点 8点

9点 10点

無回答

－25－
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職員アンケート 
西尾市行政評価委員会 

 

先日、市民に「市民満足度アンケート」を実施しました。信頼される市政を考えるためには、

市民だけでなく職員の皆さんの「生の声」も聞かせていただく必要があります。しかし、従来

の職員向けのアンケートでは、記載内容を他の職員に知られてしまうなど、回答者の匿名性が

確保されにくく自己の名誉や評価にも繋がりかねないことから「生の声」が反映しにくかった

と思われます。 
 そこで、今回のアンケートでは、行政評価委員会委員だけで集約し、本委員会の事務局もそ

の内容に触れることができないようにして、職員の匿名性を確保させていただきます。また、

このアンケート結果の利用方法については、回答された職員が市民および他の職員から誤解を

受けることがないように慎重に取り扱います。率直にお答えください。よろしくお願いします。 
（特に指定のない限り、該当する箇所を１ヶ所選び、○をつけてください。） 

 

問 1 あなた自身についてお聞きします。（もちろん、公表されることはありません。） 

 所 属              課 
職 位   1．部長・部次長  2．課長・主幹  3．課長補佐  4．主任主査以下  
性 別   １．男性  ２．女性 
 年 齢   １．20歳代  ２．30歳代  ３．40歳代  ４．50歳代 
 名 前（行政評価委員会だけには伝えてよい場合はお書きください）              
 
問２ 「市民」対応について 

① あなたは市民と直接対応することはありますか。 
（1よくある 2たまにある 3ない） 

② あなたの所属部署における市民対応(サービス)の総合評価は何点だと思われますか。 
総合評価(10点満点)  10 － ９ － ８ －７ － ６ － ５ － ４ － ３ － ２ － １ 

③ あなたの所属部署(臨時職員を含む)で他の職員の市民への対応で問題があると感じたこと 
がありましたか。 
  1 なかった 

2 あった（複数回答可） 
ア）あいさつがきちんとできていない    
イ）言葉づかい、態度が丁寧でない 
ウ）身だしなみがきちんとしていない 
エ）市民の誰に対しても公平に対応していない  
オ）回答や対応が迅速でない 
カ）たらい回しにした 
キ）親身になって対応していない  
ク）その他（                                 ） 

 
④ 市民への対応で他の職員の対応が悪かったためにあなた自身が苦慮したことはありました
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か。（注：具体的な「職員」名を挙げる必要があれば挙げてください。） 
  1 なかった 
  2 あった（                                ） 
⑤ 市民への対応で、市側の制度不足などのために、あなたが市民のために対応できなかった

と思ったこと（市民へのサービス向上のために新しい制度が必要だと思ったこと)がありまし
たか。それはどのような場面でしたか。 
  1 なかった 
  2 あった（                                ） 
⑥ あなたは「特殊な市民」への対応で苦慮されたことがありましたか。 
  1 なかった 

2 あった（複数回答可） 
ア）自分の意見や要望を一方的に述べるだけで説明を聞こうとしなかった。 
イ）無理な要求を執拗にしてきた。 
ウ）大声を出されたり、恫喝された。 
エ）誹謗中傷された。 
オ）第三者を代理人あるいは口利きとして、自分の意見や要望を強引に通そうとしてき     

た。 
カ）その他 （                                ） 

⑦ ⑥で「2 あった」場合、どのように対応しましたか。（複数回答可） 
ア）上司に相談し支援を求めた。 
イ）同僚に相談し支援を求めた。 
ウ）部下に相談し支援を求めた。 
エ）我慢して自分で対応・処理した。 
オ）警察に通報した。 
カ）その他（                                  ） 

⑧ ⑥で「2 あった」場合、そのためにあなたの職務に支障が生じたことがありましたか。 
1 なかった 
2 あった（                                  ） 

⑨ 「特殊な市民の対応」として、制度化してほしい対策等がありますか。 
  （                                        ） 
 
問３ 「職場」について 

① あなたは職場に悩みがありますか。 
1 ない 
2 ある（                                   ） 

② あなたの職場では建設的な提案をしにくい雰囲気がある等の問題はありますか。その原因

は何で、どのような場合でしょうか。 
1 ない  
2 ある（複数回答可） 
ア）上司が原因（                              ） 
イ）部下が原因（                              ） 
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ウ）配置人数が少なすぎる 
エ）提案すれば自分が多忙になるから 
オ）事業の予算不足 
カ）その他(                                  ) 

③ あなたは職場で次のハラスメントを受けたと感じたことがありますか。あった場合、いつ

頃、誰から、どのような内容のものでしたか。 
1 ない 
2 ある（複数回答可） 
ア）パワーハラスメント（                           ） 
イ）セクシャルハラスメント（                         ） 
ウ）その他（                                 ） 

④ あなたは職場で次のハラスメントを他の職員が受けていると感じたことがありますか。あ

った場合、いつ頃、誰から、どのような内容のものでしたか。 
1 ない 
2 ある（複数回答可） 
ア）パワーハラスメント（                           ） 
イ）セクシャルハラスメント（                         ） 
ウ）その他（                                 ） 

⑤ 職場で、上記③④以外にコンプライアンス（法令順守）違反だと感じた、あるいは、違反

の疑いを感じたことがありましたか。それはどんなことでしたか。 
1 ない  
2 ある（                                   ） 

⑥ あなたは、職場の悩みを誰に相談しますか。（複数回答可） 
1 上司  2 同僚  3 部下  4 家族  5 その他の友人  6 相談機関 
7 特に相談しない  

⑦ あなたの「職場の悩み」を解決する方法として「これがあったらよい」という提案があり

ますか。あれば記載して下さい。（                         ） 
⑧ あなたが考える「職場改善策」あるいは「ここがオカシイ！」「これは変えてほしい(廃止を
含む)」ということなどがあればお聞かせください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



「職員アンケート」結果一覧表

問１《省略》

問２③  問２③－２の選択肢

問２③  記述回答

問２②  あなたの所属部署における市民対応（サービス）の
総合評価は何点だと思われますか？

問２④  市民への対応で他の職員の対応が悪かったため
にあなた自身が苦慮したことはありましたか。

問２①  あなたは市民と直接対応することがありますか。

問２③  あなたの所属部署（臨時職員を含む）で他の職員の市民への対応で問題があると感じたことがありましたか。

無回答
1%

よくある
54%

ない
6%

たまにある
39%

よくある

たまにある

ない

無回答

1点
1%

無回答
2%

2点
0%

7点
25%8点

39%

4点
1% 5点
6%

6点
10%

10点
4%

9点
11%

3点
1%

1点 2点

3点 4点

5点 6点

7点 8点

9点 10点

無回答

なかった
47%

無回答
2%

あった
51%

なかった

あった

無回答

無回答
1%

ク）その他
6%

キ）親身になって
対応していない

13%

カ）たらい回しにした
8%

オ）回答や対応が
迅速でない
27%

エ）市民の誰に対しても
公平に対応していない

8%

ア）あいさつがきちんと
できていない
11%

ウ）身だしなみがきちんと
していない
5%

イ）言葉遣い、態度が
丁寧でない
21%

ア）あいさつがきちんとできていない

イ）言葉遣い、態度が丁寧でない

ウ）身だしなみがきちんとしていない

エ）市民の誰に対しても公平に対応していない

オ）回答や対応が迅速でない

カ）たらい回しにした

キ）親身になって対応していない

ク）その他

無回答

あった
26%

無回答
4%

なかった
70%

なかった

あった

無回答

記述あり
85%

無回答
15%

記述あり

無回答
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「職員アンケート」結果一覧表

問２④  「ある」場合の記述回答

問２⑥  「あった」場合の選択肢

問２⑦  ⑥で「②あった」場合、どのように対応しましたか。（複数回答可）

問２⑤  記述回答 問２⑥  あなたは「特殊な市民」への対応で苦慮されたこと
がありましたか。

問２⑤  市民へのサービス向上のために新しい制度が必要だと
思ったことはありましたか。それはどんな場面でしたか。

記述あり
43%

無回答
57%

記述あり

無回答

なかった
73%

無回答
9%あった

18%

なかった

あった

無回答

無回答
40%

記述あり
60%

記述あり

無回答

なかった
39%

無回答
3%

あった
58%

なかった

あった

無回答

カ）その他
5%

エ）我慢して自分で
対応・処理した

28%
ア）上司に相談し
支援を求めた
45%

ウ）部下に相談し
支援を求めた

2%
イ）同僚に相談し
支援を求めた

16%

オ）警察に通報した
2%

無回答
2%

ア）上司に相談し支援を求めた

イ）同僚に相談し支援を求めた

ウ）部下に相談し支援を求めた

エ）我慢して自分で対応・処理した

オ）警察に通報した

カ）その他

無回答

イ）無理な要求を
執拗にしてきた

26%

ウ）大声を出されたり、
恫喝された
18%

ア）自分の意見や要望を一
方的に述べるだけで説明
を聞こうとしなかった

36%エ）誹謗中傷された
6%

オ）第三者を代理人、
あるいは口利きとして、
自分の意見や要望を
強引に通そうとしてきた
10%

無回答
1%

カ）その他
3%

ア）自分の意見や要望を一方的に述べるだけで説明を聞こ
うとしなかった。

イ）無理な要求を執拗にしてきた

ウ）大声を出されたり、恫喝された

エ）誹謗中傷された

オ）第三者を代理人、あるいは口利きとして、自分の意見や
要望を強引に通そうとしてきた

カ）その他

無回答
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「職員アンケート」結果一覧表

問２⑦  「その他」の記述回答

問２⑧  「あった」場合の記述回答

問３①  あなたは職場に悩みがありますか。 問３①  「ある」場合の記述回答

問３②  あなたの職場では建設的な提案をしにくい雰囲気がある等の問題はありますか。その原因は何で、どんな場合
でしょうか。

問２⑧  ⑥で「②あった」場合、そのためにあなたの職務に
支障が生じたことがありましたか。

問２⑨  「特殊な市民の対応」として、制度化して欲しい対
策等がありますか。

記述あり
85%

無回答
15%

記述あり

無回答

なかった
60%

無回答
7%

あった
33%

なかった

あった

無回答

無回答
40%

記述あり
60%

記述あり

無回答

記述あり
11%

無回答
89%

記述あり

無回答

ない
61%

無回答
4%

ある
35%

ない ある

無回答

記述あり
47%

無回答
53%

記述あり

無回答

ない
64%

無回答
4%

ある
32%

ない ある

無回答
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「職員アンケート」結果一覧表

問３②  「ある」場合の選択肢

問３②  記述回答

問３③  「ある」場合の選択肢 問３③  記述回答

問３④  「ある」場合の選択肢問３④  あなたは職場で次のハラスメントを他の職員が受
けていると感じたことがありますか。あった場合、いつ頃、
誰から、どのような内容のものでしたか。

問３③  あなたは職場で次のハラスメントを受けたと感じた
ことがありますか。あった場合、いつ頃、誰から、どのような
内容のものでしたか。

オ）事業の予算不足
12%

カ）その他
13%

無回答
1%

エ）提案すれば自分が多忙
になるから
13%

ア）上司が原因
21%

ウ）配置人数が少なすぎる
37%

イ）部下が原因
3%

ア）上司が原因

イ）部下が原因

ウ）配置人数が少なすぎる

エ）提案すれば自分が多忙になるから

オ）事業の予算不足

カ）その他

無回答

記述あり
29%

無回答
71%

記述あり

無回答

ない
88%

無回答
3%ある

9%
ない ある

無回答

無回答
6%

ア）パワハラ
74%

ウ）その他
9%

イ）セクハラ
11%

ア）パワーハラスメント

イ）セクシャルハラスメント

ウ）その他

無回答
記述あり
56%

無回答
44%

記述あり

無回答

ある
13%

無回答
4%

ない
83%

ない ある

無回答

無回答
13%

ア）パワハラ
67%

ウ）その他
10%

イ）セクハラ
10%

ア）パワーハラスメント

イ）セクシャルハラスメント

ウ）その他

無回答
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「職員アンケート」結果一覧表

問３④  記述回答

問３⑤  「ある」場合の記述回答

問３⑥  あなたは職場の悩みを誰に相談しますか。（複数回答可）

問３⑤  職場で③④以外にコンプライアンス違反だと感じ
た、あるいは、違反の疑いを感じたことがありましたか。そ
れはどんなことでしたか。

問３⑦  あなたの「職場の悩み」を解決する方法として「こ
れがあったらよい」という提案がありますか。あれば記載
してください。

問３⑧  あなたが考える「職場改善策」あるいは「ここがオカ
シイ！」「これは変えてほしい（廃止を含む）」ということがあ
ればお聞かせください。

ない
86%

無回答
7%ある

7%

ない ある

無回答

記述あり
44%

無回答
56%

記述あり

無回答

無回答
2%

特に相談しない
10%

相談機関
1%

その他の友人
15%

家族
16%

上司
21%

部下
3%

同僚
32%

上司

同僚

部下

家族

その他の友人

相談機関

特に相談しない

無回答

無回答
91%

記述あり
9% 記述あり

無回答

記述あり
29%

無回答
71%

記述あり

無回答

記述あり
49%

無回答
51%

記述あり

無回答

－33－
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第３部  苦情申し立ての処理事例 

 
●苦情申立人に結果通知したもの              ３件  

 

 

●調査継続中のもの                 ０  件  

 

●取り下げ及び相談のみのもの（担当課から回答）  ０  件  
 

●その他のもの（匿名で内容報告のみ）        ０  件  

 

●年次別受付状況表（平成７年度から平成20年度） ･･･････４４  

 

(1 )評価を行ったもの       ２件  

①住宅用高効率給湯器設置費補助金について ･･･････････････････３５

②市県民税の住宅ローン控除制度について ･････････････････････４１

 

 

(2 )調査中止・打ち切ったもの   １件  

住民票、身分証明書の手数料について ･･･････････････････････４２

(3 )管轄外となったもの      ０件  
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１ 苦情申立人に結果通知したもの･･･････････････････ ３ 件 

（１）評価を行ったもの････････････････････････････････････  ２  件  
①  
所 管 課 環 境 課 

苦情申立て 
の趣旨 

給湯器（エコキュート）補助金（２万円）の申請をしたが、補

助金が交付されなかったので交付してほしい。また、環境課の職

員の対応に納得できないので改善してほしい。 

調 査 結 果 

１ 本件申立ての対象となった内容は、次のとおりです。 

（１）申立人は、住宅用高効率給湯器（エコキュート 以下「給湯

器」といいます）の設置業者に添付書類及び写真（撮影日付：７

月２５日付け）を同封させたうえで、平成２０年７月３１日付け

設置費補助金予約申請書（以下「予約申請書」といいます）を郵

送してもらいました。予約申請書には、設置着手予定日は「８月

８日」と記載されていました。 

（２）予約申請書は、８月１日午前、市役所に届きました。正確な

到着時刻はわかりませんが、通常、午前９時前頃には届いていた

ようです。また、設置業者は、８月１日午前、正確な設置時刻は

分かりませんが給湯器を設置しました。 

（３）市担当者は、８月１日午後、現場確認をし、既に給湯器が設

置されていたため補助金交付対象にならないと直ちに判断して、

同日、設置業者に「補助金交付はできない」旨を伝えました。 

（４）申立人夫婦は、８月１４日、環境課を訪れ、補助金交付がで

きない理由等を聞きましたが納得できないだけでなく、担当職員

の「私が（この制度を）決めた。」と言って頑として意見を聞こ

うとしない姿勢や次の言葉には怒りを感じました。 

① 「他にも申請が多くいちいち丁寧に回っていられない。」 

② 「（予約）申請書を持ち帰ってください。」 

③ 「（あなたならどうするかという問いに）業者に何とかして

もらったらどうですか」 

④ 工事着工前の写真について「写真の日付も偽造できるでし

ょ。」「不服があるなら行政評価委員会の不服申し立てがあるの

で、そちらへどうぞ。」 
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調 査 結 果 

また、申立人の心情としては、『一度案件を預かってもらい、

数日後「申しわけないですが、検討した結果できませんでした。」

というように、もう少しやわらかい対応をしてくれる人が窓口に

いればこんなに怒ることはなかったし、納得していたと思いまし

た』というものでした。 

２ 本委員会は、環境課から説明書の提出を受け、その後、平成  

２０年９月２２日、その担当職員らと面談し事情聴取を行いまし

た。その説明の骨子は、次のとおりでした。 

（１）予約申請書は、８月１日午前には市に到着していました。市

への郵便物が午前中に到着する場合、午前８時半から９時頃まで

に到着しているようです。 

（２）市が確認した８月１日午後の時点で給湯器の設置工事が完了

していました。従って、申立人の予約申請は、西尾市住宅用高効

率給湯器設置費補助金交付要綱（以下「要綱」といいます）５条

違反です。 

 なお、広報用のパンフレット（「西尾市住宅用高効率給湯器設

置費補助金制度について」と題する文書）による「所定の手続き

がなされない場合は補助金交付が出来ない場合がございます」と

ありますが、逆に「出来る場合」とは、例えば、要綱 7条にある

交付申請兼実績報告書の提出が３０日以内でなかったとしても

交付出来るということです。 

（３）予約申請書には「８月８日設置予定」となっていましたが８

月１日に変更して設置しています。この点からも、補助金の交付

は不適当であると判断しました。 

（４）他の１件で設置工事をしてしまった件について補助金交付は

できない旨の回答をしています（資料は残っていません。）。従っ

て、「行政の公正」からも本件における補助金の交付は不適当で

あると判断します。 

（５）申立人から担当職員に「同じような状況であなたならどうし

ますか。」との尋ねがあり「（私なら）業者に賠償を頼むかもしれ

ない」と述べたことや「他にも申請が多数ある。」と愚痴をこぼ

したことなどはありました。 

（６）「不服があるなら行政評価委員会の不服申立てができますの

で、そちらへどうぞ。」と述べたことはありますし、行政評価委

員会が補助金を支給すべきであるという結論になれば、それを尊

重するつもりです。 
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評 価 決 定 

本委員会は、次のとおり評価します。 

１ 環境課が補助金交付不相当に考えた根拠に対する評価 

環境課の説明の骨子（２）～（４）は、いずれも理由がな

いと評価します。 

（１）要綱５条違反について 

① 要綱５条は「申請者は、装置に係る設置工事の着手前に、

申請書（様式第１）に次に掲げる書類を添付し、市長に提

出しなければならない。」と規定しているだけです。また、

市民への広報用パンフレットにも「市の確認時に設置工事

済みの場合は補助金を交付できません。」旨の記載は全く

ありませんでした。環境課の根拠とする内容は、要綱にも

パンフレットにも記載がなかったのです。 

 この点、近隣の他市における同様の補助金制度におい

て、過去に給湯器を設置していた場合でも申請を受けつけ

ているところがあります。従って、仮に、環境課が上記の

運用を行なうのであれば、市民に制度趣旨や運用の実体を

周知させる手配や努力が必要だったと考えられます。 

 逆に、パンフレットには「所定の手続きがなされない場

合は補助金交付が出来ない場合がございます」とも記載さ

れており、要綱どおりでない場合でも補助金交付の余地が

あることが明記されているわけです。 

② 予約申請書は、７月３１日付ですが、８月１日午前には

市に到着しており、遅くとも７月３１日には投函されてい

ることが認められます。（なお、この郵送に利用された封

筒は、環境課長によって既に破棄されており確認できませ

んでした。） 

 また、申立人の行った設置工事が８月１日午前中に行な

われたことを否定する材料はありません。厳密に言えば工

事が実施された時刻は８月１日の午前何時であるかまで

は明らかではありませんが、午後に環境課担当職員が現地

を訪れた際に設置業者が現地にまだいたことを考えます

と、設置工事着手の時刻は、当日の早くない時刻であった

ことも十分考えられます。このような事情からしますと、

予約申請書は遅くとも８月１日午前９時頃には到着して

おり「装置に係る設置工事の着手前」に予約申請書類が市

長に提出されていたと認めても不合理さや不自然さはあ

りません。 
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評 価 決 定 ③ 仮に、予約申請書類が市長に到達する前に「装置に係る

設置工事の着手」が行なわれていたとしても、本件設置工

事が本年度内の着手であることは明らかに認めることが

できます。 

 本件は「所定の手続きがなされない場合でも補助金交付

が出来る場合」として救済すべき事案であると考えられま

す。 

 即ち、もともと市が本年度から給湯器設置に補助金交付

を始めた制度の趣旨は、要綱１条にあるとおり環境保全の

意識の高揚を図ろうというものであり、予算の範囲内で積

極的に推進しようというものです。それとともに、要綱５

条が一定の手続を求めているのは「この制度の適用が本年

度からであり、過去に工事を終えたものについてまでは補

助しない。」ことを明確にしたいとの趣旨であると考えら

れます。本件の場合、その工事が本年度内に着手されたこ

とが明らかであり、かつ、その時期と、所定の手続きの完

了の時期が極めて近接しており補助金を交付して救済す

ることは大いにこの制度趣旨に沿うことになると思われ

ます。 

 本件では、環境課担当職員は、予約申請書の提出があり、

即日午後に現場確認を行なっている迅速性は高く評価す

べきものでしたが、現場確認時に設置工事が完了していた

ので工事時期にかかわらず補助交付の対象とならないと

の即断したことは不適切であったといわざるをえません。

特に本件では、現場の状況から給湯器の設置が古く行われ

たものなのか、それともごく最近行われたかものかは容易

に推測できたはずです。  

④ 以上のとおりであり、市の本年度のこの制度に対する予

算は執行が完了しているわけでもなく、また、申立人の予

約申請は制度趣旨と手続を踏まえたものであった以上、環

境課の説明にあった要綱５条違反あるいは「所定の手続き

がなされない場合は補助金交付が出来ない場合」として、

本件予約申請を不適当としたことは不適切であったと言

わざるをえません。 

（２）予約申請書には「８月８日設置予定」となっているとこ

ろ８月１日に計画変更して設置工事を行ったことについて 

① 環境課は、標記事実も本件予約申請が不適当であると判 
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評 価 決 定 断した事情であると説明しました。 

② しかし、これも不適切な判断であったと言わざるを得ま

せん。即ち、要綱上、「計画変更」は認められており、要

綱６条に明記されています。 

 本件では、環境課職員は、現地確認をした時点で出会っ

た業者に「もうできてしまっているけど、どうしたのです

か。」と事情を尋ねるなり、あるいは、要綱上の計画変更

の手続を申立人あるいは設置業者に親切に説明してもよ

かったとさえ考えられる事案であったのであり、工事を早

めたという事実をもって不的確と判断するのも軽々であ

ります。「８月８日設置予定が８月１日に設置工事となっ

た」ことをもって予約申請が不適当であると即断したこと

は問題であったと言わざるを得ません。 

（３）「行政の公平」について 

① 行政が市民に対して「公平」でなければならないことは

言うまでもありません。しかし、環境課が本件において説

明した「行政の公平」とは、他の複数の問い合わせに対し

て既に工事をしてしまったものには補助金の交付をでき

ない旨を回答してしまった関係上、そのバランスを取るた

めに本件についても補助金交付はできないとの趣旨でし

た。 

② しかし、本件事案では、現に所定の書類・写真を添付し

た予約申請書を送付する手続を取っており、かつ、上記の

とおりの個別の事情があるわけです。従って、他の問い合

わせにおいて「交付できない」旨の回答をしてしまってい

るからと言って行政の公平が失われるわけではありませ

ん。 

③ 市民に対する行政サービスは、優しい温かなものである

べきです。今回の環境課の申立人に対する対応は、不心得

な者の補助金制度の悪用を防止するために形式的な行政

の公平を意識しすぎて柔軟性を失っていたと思わざるを

えません。また、担当職員に当初より「写真の日付も偽造

できるでしょ。」と市民を疑ってかかる姿勢があったとし

たら、これは当然改めなければなりません。 

２ 環境課の対応についての諸問題 

（１）環境問題は、社会的にも大きな関心事であり、その分野の 
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評 価 決 定 重要性は増す一方です。このような中、環境課の西尾市におけ

る役割も大きく、また、大いに活躍が期待されています。 

（２）このような中、今回の環境課の対応には、市民に対する「親

切心」も「思いやり」も感じられず、それは、「おもてなしの心」

を標榜し充実した市民サービスを目指す西尾市の姿勢とは思え

ません。 

 また、環境課が本委員会の存在を意識して申立人に紹介した

こと自体は否定しませんが、その経過から環境課の姿勢として

反省すべき点も含んでいます。即ち、環境課は、申立人との協

議から「このままでは問題が起きる。」と認識した上で「不服が

あるなら行政評価委員会へどうぞ。」としています。しかし、環

境課を含め各課は、本来、市民の訴えている内容が不合理なも

のでなければ、救済できる事案か否かを再検討し、その課内で

問題解決ができないかと真摯に検討すべきであると考えられま

す。ところが、本件では、環境課が、そのような検討をした上

で本委員会への不服申立制度を申立人に伝えたと考えることが

できません。 

 なお、今回の担当職員は、平成１９年度に本委員会へ苦情申

立のあった「自宅前の県道に関する自動車の速度規制」の道路

の騒音問題の事案についても市民と対応しており、その際にも

市民に対し「道路を造ることが分かっていて、家を建てたので

はないか。」と発言していたことも問題になりました。このため、

本委員会は環境課に対し、慎重な発言及び相談者の立場に立っ

た行政サービスに更に努めるように申し入れをしていた経過も

あり、真に遺憾です。 

  

３ 結論―まとめ 

  本委員会は、申立人の申立には理由があり、また、環境課の

根拠とした給湯器補助金（２万円）の交付不適当の理由がない

と評価し、環境課に対し、相応の対応を取ることを求めました。

併せて、慎重な発言及び相談者の立場に立った行政サービスに

更に努めるように、前回以上に強く求めました。 
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② 
所 管 課 税 務 課  

苦情申立て 
の趣旨 

平成２０年度市県民税（平成１９年分所得）の住宅ローン控除

の申告は、平成２０年３月１７日までの申告期限であった。所得

税は５年前までさかのぼってできることは知っていたが、市県民

税もさかのぼって申告ができると思い込み、申告をしなかった。

その後、平成２１年３月５日、市県民税の住宅ローン控除をさか

のぼって市に申告しようとしたら、税務課から「さかのぼって申

告はできない」と言われた。 
 第１に、市県民税もさかのぼって申告を行えるようであれば行

いたい。 
 第２に、それが難しいようであれば、市の広報に国税とは異な

る旨を明記すべきではなかったか。あるいは、明記してほしかっ

た。 
 市県民税についても支払うべきものは支払うが、現在、税金が

有効に利用されていると思えない現状では納得がいかない。  

調 査 結 果 

本委員会は 、 申立人から面談を受け、また税務課から事情説

明を受け、次の諸点を確認しました。 

１ 本申立ての対象となっている平成２０年度市県民税（平成 

１９年分所得）の住宅ローン控除の申告について、税務課は、

過去に所得税で住宅借入金等特別控除を受けた市民全員（  

３，７６６名）に対し、平成２０年１月１０日付けで「市県民

税からの住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）制度のご案

内」を、広報にしお（平成２０年２月１日号）では「市・県民

税のココが変わる」として制度や変更について注意喚起を行っ

ていました。 

２ 本市の市税条例第 7 条の 3 第 3 項では、市民税住宅借入金

等特別税額控除申告書が所定の期間内に送達されなかった場

合について規定しており、「市長においてやむを得ない理由

があると認めるとき」には例外的に控除が認められることが

規定されています。 

評 価 決 定 本委員会は、次のとおり評価します。 

１ 本件につき申立人が住宅借入金等特別控除の適用の有無を
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決するものは、あくまでも市長の判断であり、「やむを得ない

理由」があるか否かです。本委員会が関与する余地はありませ

ん。 

 市長が「やむを得ない理由」であるか否かを判断するにあた

っては、地方税法第 20 条の 5の 2（災害等による期限の延長）

に「災害その他やむを得ない理由」とあることが解釈基準のひ

とつになると思われます。そのため「やむを得ない理由」とい

うためには「災害と匹敵する」程度の例外でなければならない

とされることが予想されます。従って、一般論としては、本申

立てが例外的に控除を認められることは難しいと考えざるを

えません。 

２ 仮に、市県民税において本控除の適用が認められなかった場

合、申立人の求めている広報への「国税とは異なり、さかのぼ

らないことを明記すべきであった。あるいは、明記してほしか

った」との点ですが、市県民税と所得税とは所管が異なります

ので、具体的な適用条件の一部だけを取り上げて記載すること

は、時として市民が新たな誤解をする危険性もあったと思われ

ます。そのため税務課の広報として不十分であったとは考えま

せん。市民が市県民税と所得税の双方について住宅借入金等特

別税額控除制度の適用を受けようとする場合、市民が各所管に

確認することが適切であると思われます。そこで、本委員会は、

本申立てを考慮し、税務課に対し、今後の広報では「所得税に

ついては税務署に直接お尋ねください。」との趣旨の一文を念

のために入れることについて検討してほしい旨伝えました。 
 また、本委員会におきましても市県民税を含め税金が有効に

使われてほしいという思いは同じです。 

 
（２）調査中止・打ち切ったもの･･･････････････････････････････  １  件  
所 管 課 市 民 課 

苦情申立て 
の趣旨 

住民票の写し、身分証明書の交付手数料が、住民票の写し１通

につき２００円、身分証明書１通につき３００円であり、市中で

はコピー１枚が２０円程度であることを考えると、それらの交付

手数料は高額すぎるので改定されたい。 



- 43 - 

調査をしない

理由 

本委員会は、市民課からも事情説明を受け、申立人の苦情を検

討しました。しかし、いずれの手数料も「西尾市使用料及び手数

料条例」により金額が明示されております。いうまでもなく、こ

の条例は西尾市議会で可決されているものですので、本委員会

が、金額の多寡について判断することは不適切であると考えま

す。 
 そこで、本申立てにつきましては、本委員会要綱第１１条（５）

にある「評価することが適切でないと認められるとき」に該当す

るため評価することを中止します。 
なお、申立人が言われるように「コピー１枚が２０円程度で可

能ではないか」という期待を込められた気持ちも理解できないこ

とはありませんが、いずれの手数料も、その交付のためには、こ

れら重要な情報の管理費、職員の人件費など種々の経費がかかる

であろうことを考えますと、所定の手数料が一概に高額であると

の印象はありません。 

 
（３）管轄外となったもの････････････････････････････････････  ０  件  
 

２ 調 査 継続中のもの････････････････････････････････････  ０ 件 

 

３ 取り下げ及び相談のみのもの･････････････････････････････ ０ 件 

    

４ その他のもの(匿名のため、内容報告のみ実施)････････････ ０ 件 
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年次別受付状況表（平成７年度～平成２０年度） 

※年次：４月１日～翌年３月３１日 

合計１２９件 

 
 

受 付 １年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 ７年次 

処理区分別状況(累計) 

処    理    区    分 件数 

1 結果通知をしたもの 101 

2 調査継続中のもの 0 

3 取り下げ及び相談のみのもの 19 

4 その他のもの 9 

合     計 129 

年 次 平成 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 

件 数 21 ７ 13 17 ６ ４ ５ 

受 付 ８年次 ９年次 10 年次 11 年次 1２年次 1３年次 1４年次

年 次 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 

件 数 11 16 ７ ６ ７ ６ ３ 

苦情申立書、行政評価委員会報告書は、市役所内の事務局及び市民課ロビ－のほ

か、次の公共施設 16 か所に配置しています。 

 

市民病院、青年の家、市立図書館、文化会館、総合体育館、西尾勤労会館、総合福祉

センター、保健センター、寺津ふれあいセンター、米津ふれあいセンター、福地ふれ

あいセンター、西野町ふれあいセンター、八ツ面ふれあいセンター、鶴城ふれあいセ

ンター、三和ふれあいセンター、室場ふれあいセンター 
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第１章 総 則 

 （目的及び設置） 

第１条 本市の行政改革の進捗状況、市政への苦

情に対する市の処理について、公正かつ中立的

立場から評価を行い、市長に対し報告し、又は

意見を述べるとともに、市長の求めに応じ、市

の施策や市民の提言等について意見を述べるこ

とにより、市政の公正性及び信頼性を高め、も

って開かれた市政の一層の進展を図ることを目

的として、本市に西尾市行政評価委員会（以下

「評価委員会」という。）を置く。 

 （所管事項） 

第２条 評価委員会の所管する事項は、市長の所

管する業務の執行に関する事項、当該業務に関

する職員の行為及び社会福祉法第８２条による

市の機関が行う福祉サービスに係る苦情に関す

る事項とする。ただし、次に掲げる事項は所管

しないこととする。 

 (1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関

する事項 

(2) 裁判所において係争中の事項及び行政不服

審査法(昭和37年法律第160号)の規定による

不服申立てを行っている事項 

 (3) 監査委員が監査等の結果報告をし、公表し

た事項及び監査等を行っている事項 

 (4) 職員の自己の勤務条件及び身分に関する事

項 

 (5) 評価委員会に関する事項 

 (6) 議会に関する事項 

 （評価委員会の職務） 

第３条 評価委員会は、次に掲げる職務を行う。 

 (1) 行政改革の監視・調査・公表についての評

価を市長に報告すること。 

(2) 市政への苦情の申立てがあった場合に、公正

かつ中立的立場から、苦情に対する市の処理に 

 

ついて調査・検討し評価を行い、必要があると

認めるときは、市長に意見を述べること。 

(3) 市政全般について、自己の発意に基づく意見

を市長に述べること。 

(4) 市長の求めに応じ、市への市民からの提言や

要望等及び苦情にかかわる各種施策の問題点と

改善の方策等について調査・検討し、市長に意

見を述べること。 

(5) 社会福祉法第８２条による市の機関が行う福

祉サービスに係る苦情の相談を受け、及び必要

に応じこれに関し市長に意見を述べること。 

 

第２章 責 務 

 （評価委員会及び委員の責務） 

第４条 評価委員会は、中立的第三者機関として、

公正かつ適切にその職務を遂行しなければなら

ない。 

２ 評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)

は、その地位を政党又は政治的目的のために利

用してはならない。 

３ 評価委員は、職務上知り得た秘密を漏らして

はならない。その職を退いた後も、又、同様と

する。 

 （市長の責務） 

第５条 市長は、評価委員会の職務の遂行に関し、

その独立性を尊重しなければならない。 

２ 市長は、評価委員会の職務の遂行に関し、積

極的な協力援助に努めなければならない。 

 （市民の責務） 

第６条 市民は、この要綱の目的を達成するため、

この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなけれ

ばならない。 

 

第３章 評価委員の委嘱等 

 （評価委員の委嘱等） 

第４部   西尾市行政評価委員会要綱 
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第７条 評価委員は、人格が高潔で地方行政に関

し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱

する。 

２ 評価委員は任期を２年とし、再選を妨げない。 

３ 評価委員は、衆議院議員、参議院議員、地方

公共団体の議会議員若しくは長、政党その他の

政治団体の役員と兼ねることができない。 

４ 市長は、評価委員が心身の故障のため職務の

遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務

違反その他評価委員にふさわしくない行為があ

ると認めるときは、評価委員を解嘱することが

できる。 

 （評価委員会の組織等） 

第８条 評価委員の定数は 3人とし、その内 1人

を代表評価委員(以下「代表評価委員」という。）

とする。 

２ 代表評価委員は、評価委員の互選により定め

る。 

３ 評価委員会の会議は、代表評価委員が招集し、

その議長となる。 

４ その他、評価委員会の会議については、必要

な事項は代表評価委員が評価委員会に諮って定

める。 

 

第４章 苦情の評価等 

 （苦情の申立て） 

第９条 何人も、評価委員会に対し、市長の所管

する業務の執行に関する事項及び当該業務に関

する職員の行為について苦情を申し立てること

ができる。 

 （苦情の申立手続） 

第 10 条 苦情を申し立てようとする者は、評価委

員会に対し、次に掲げる事項を記載した申立書

を提出しなければならない。ただし、評価委員

会がやむを得ないと認めた場合は、この限りで

ない。 

(1) 苦情を申し立てようとする者の氏名及び住

所（法人その他の団体にあっては、名称、事

務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名） 

(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに苦情申

立ての原因になった事実のあった年月日 

(3) 他の制度での手続の有無 

２ 苦情を申立てた者（以下「苦情申立人」とい

う。）は、面談日を予約して、直接評価委員会に

苦情を申し述べることができる。 

３ 苦情の申立ては、代理人により行うことがで

きる。 

 （苦情の評価等） 

第 11 条 評価委員会は、苦情の申立てが次の各号

のいずれかに該当すると認めるときは、当該苦

情に係る評価は行わない。 

 (1) 第２条ただし書の規定に該当するとき。 

 (2) 苦情申立人が苦情の申立ての原因になった

事実について苦情申立人自身の利害を有しな

いとき。 

 (3) 苦情の内容が、苦情申立ての原因となった

事実のあった日から１年を経過しているとき。

ただし、正当な理由があるときは、この限り

でない。 

 (4) 虚偽、その他正当な理由がないと認められ

るとき。 

 (5) その他、評価することが適切でないと認め

られるとき。 

２ 評価委員会は、前項の規定により評価を行わ

ない場合は、その理由を付して苦情申立人に速

やかに通知しなければならない。 

 （調査・検討の通知等） 

第 12 条 評価委員会は、申立てに係る苦情に対す

る処理についての調査・検討(以下「苦情の調

査・検討」という。)を行おうとするときは、

市長に対し、その旨を通知しなければならない。 

２ 評価委員会は、苦情の調査・検討を開始した
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後においても、その必要がないと認めるときは、

当該苦情の調査・検討を中止することができる。 

３ 評価委員会は、苦情の調査・検討を中止した

ときは、その旨の理由を付して苦情申立人及び

市長に速やかに通知しなければならない。 

 （調査・検討の方法） 

第 13 条 評価委員会は、調査･検討のため必要が

あると認めるときは、市長に説明を求め、その

保有する書類、帳簿その他の記録の提出を求め

ることができる。 

２ 評価委員会は、調査･検討のため必要があると

認めるときは、関係人又は関係機関から事情を

聴取し、又は実地調査をすることができる。 

 （評価の通知等） 

第 14 条 評価委員会は、申立てに係る苦情に対す

る市の処理の評価を決定したときは、速やかに

苦情申立人及び市長に通知しなければならない。 

２ 評価委員会は、申立てのあった苦情に対する

市の処理の評価を決定した結果、必要があると

認めるときは、市長に意見を述べることができ

る。 

３ 評価委員会は、市長が求めた事項の調査・検

討が終了したときは、その結果について速やか

に市長に通知しなければならない。 

 （意見の尊重） 

第 15 条 評価委員会が意見を述べたときは、市長

はその意見を尊重しなければならない。 

 （報告等） 

第 16 条 評価委員会は、第 14 条第２項の規定に

より意見を述べたときは、市長に対し、是正等

の処理方針について報告を求めるものとする。 

２ 市長は、前項の規定により報告を求められた

日から起算して６０日以内に、評価委員会に対

し、是正等の処理方針について報告しなければ

ならない。 

３ 評価委員会は、前項の規定による報告があっ

たときは、その旨を苦情申立人に、速やかに通

知しなければならない。 

 

第５章 雑 則 

 （評価等の受任） 

第 17 条 評価委員会は、市長が市長以外の執行機

関等から委任を受けた場合は、当該執行機関等

の所管する業務の執行に関する事項及び当該業

務に関する職員の行為についての評価等を行う

ことができる。 

 （事務局） 

第 18 条 評価委員会の事務を処理するため、企画

部企画課内に事務局を置く。 

 （その他） 

第 19 条 この要綱に定めるもののほか、評価委員

の運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成７年４月１０日から施行す

る。 

 （経過措置） 

２ この要綱は、この要綱の施行の日（以下「施

行日」という。）の１年前の日から施行日までの

間にあった事実にかかる苦情についても適用す

る。 

   附 則 

 この要綱は、平成８年６月１日から施行する。 

この要綱は、平成 12 年 ４月１日から施行する。 

この要綱は、平成14年11月１日から施行する。 
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（目 的） 

第１条 この要領は、西尾市行政評価委員会要

綱（以下「要綱」という。）第１９条の規定

により西尾市行政評価委員会の運営に関して

必要な事項を定めるものとする。 

 

（用 語） 

第２条 この要領において使用する用語は、要

綱において使用する用語の例による。 

 

（代 理） 

第３条 代表評価委員に事故があるとき、又は

欠けたときは、年長の評価委員がその職務を

代理する。 

 

（会 議） 

第４条 要綱第８条第３項に規定する会議は、

定例会及び臨時会とする。 

２ 定例会は、原則として、毎月１回開催する

ものとし、臨時会は代表評価委員が必要と認

めるときに開催するものとする。 

３ 会議に付する事項は、次のとおりとする。 

 （１）評価委員会の職務執行の一般方針に関

すること。 

 （２）苦情を評価する適否に関すること。 

 （３）苦情申立てに係る評価の中止・決定又

は意見表明に関すること。 

 （４）その他評価委員会に関する事項 

 

（様 式） 

第５条 要綱に規定する通知等の書類の様式は

別表に掲げるとおりとする。 

 

（口頭による申立て） 

第６条 要綱第１０条第１項に規定する苦情の

申立てが文書によることができない場合は、 

 

口頭による申立てにより事務局職員が必要事

項を聴取し苦情申立書を作成するものとする。 

 

（受付場所） 

第７条 苦情申立書の受付場所は、西尾市行政

評価委員会事務局とする。 

 

（苦情の申立ての聴取） 

第８条 要綱第１０条第２項に規定する面談日

は、原則として、毎月第１、第３月曜日（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日を

除く。）とし、当該日が祝日の場合は次週と

する。 

２ 評価委員の面談時間は、原則として、午後

１時３０分から午後３時００分までとする。 

 

（事務局） 

第９条 要綱第１８条に規定する事務局の事務

分掌は、次のとおりとする。 

 （１）苦情申立ての受付に関すること。 

 （２）苦情申立てに係る通知、調査、意見表

明等の事務手続きに関すること。 

 （３）苦情申立て等に係る市の機関との連絡

に関すること。 

 （４）評価委員会の庶務に関すること。 

 

 

 

 附   則 

この要領は平成７年４月10日から施行する。 

この要領は平成10年４月１日から施行する。 

この要領は平成19年４月１日から施行する。 

 

第５部  西尾市行政評価委員会運営要領 
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  別 表 

 
 

    名 称                                 規 定 条 項               様 式 番 号           

 苦情申立書  西尾市行政評価委員会 

 要綱 第１０条第１項 

 様式第 1号

 苦情について調査しない旨の通知書  西尾市行政評価委員会 

 要綱 第１１条第２項 

 様式第 2号

 調査・検討の実施通知書  西尾市行政評価委員会 

 要綱 第１２条第１項 

 様式第 3号

 苦情調査・検討中止通知書（申立人）  西尾市行政評価委員会 

 要綱 第１２条第３項 

 様式第 4号

 苦情調査・検討中止通知書（執行機関等）  西尾市行政評価委員会 

 要綱 第１２条第３項 

 様式第 5号

 苦情評価決定通知書（申立人）  西尾市行政評価委員会 

 要綱 第１４条第１項 

 様式第 6号

 苦情評価決定通知書（執行機関等）  西尾市行政評価委員会 

 要綱 第１４条第１項 

 様式第 7号

 意見表明書  西尾市行政評価委員会 

 要綱 第１４条第２項 

    第１６条第１項 

 様式第 8号

 処理方針報告書  西尾市行政評価委員会 

 要綱 第１６条第２項 

 様式第 9号

  
苦情申立てに係る処理方針報告通知書 

  
西尾市行政評価委員会 

 要綱 第１６条第３項 

  
様式第10号

 

 

 



第６部 西尾市行政評価委員会苦情申し立て処理フロー 

 

 

     １ 市民からの苦情                                                        ２ 市長が意見を求めるもの 
 
            苦情の申立て（§ 9条）                  （１）評価しないもの（§11条 1） 

            市長所管の業務の執行                       所管外、利害を有しない、 

            業務に関する職員の行為                     １年を経過（原則）、虚偽、その他 

 

              文書・口頭                              （評価しない旨の通知）              

              代理人可                           （§11条 2） 

 

 

                                                                          （§14条 3） 

   苦情に対する                                                                

市の処理（§1条）                                                                  苦情の調査・検討の通知依頼 

＊最初の苦情も含む                                                                        （§12条 1） 

                               （２）評価するもの（§11条 1）            面談（申立）               事情の聴取（§13条 1） 
 
                                  （面談予約）（§10条 2） 
 

                                                                                書類等の提出 

                                                                                （§13条 1） 

                                        （あ）調査・検討の中止 

                                           所管外、利害を有しない、１年を経過（原則）、 
                                           虚偽等が調査の過程で判明したもの 
 
                                           （調査・検討中止の通知）（§12条 3） 

                                                                       （§14条 2） 

                                        （い）評価の決定（正当な理由がない場合） 

                                           （評価の通知）（§14条 1） 

 

 

                                        （う）評価の決定（正当な理由がある場合） 

                                           （評価の通知）（§14条 1）                （§16条 1） 

 

 

 

                                           

                     （市長の報告内容の通知）（§16条 3）            (処理方針の報告) （§16条 2） 

 

 

行政評価委員会
（事務局）

行政評価委員会 申立人 市   長 
・市長への手紙等

申立人 

検
討
結
果
の
通
知

検
討
の
依
頼 

・担当委員が分析、検討 

・合議による評価の決定 

市   長 

・ 協 力 義 務

（§５条） 

申立人 

市  長 

市    長 

・意見表明の尊重 

（§15条） 

意
見
表
明 

 
 
 
 
 
 
 

報
告
要
求 

行政評価委員会申 立 人 

申立人 

・受付 

・用件審査 

行政評価委員会 
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 愛知県西尾市企画部企画課（行政評価委員会事務局）  
 

 

制度導入の経緯 

平成６年６月に市民からなる 10 人の「西

尾市行政改革懇談会」が設置された。この

懇談会の提言により、行政運営については、

「開かれた市政と市民参加の視点」を重視

し、行われることが必要との基本理念によ

り、西尾市行政改革大綱に基づく行政改革

の進捗状況は､できる限り分かりやすい表

現で住民に情報提供すること、住民が意

見・提案を申立てることのできる民間の有

識者数名によるオンブズマン的な組織を設

立し、監視機能・調査機能及び公表機能の

強化を図る必要があることなどが協議され

た。｢監視､調査､公表｣の機能を持った中立

的第三者機関を設置し、市政の公正性及び

信頼性を高め､もって開かれた市政の一層

の進展を図るため、愛知県内では先がけて、

公的オンブズマンである「西尾市行政評価

委員会」が平成７年４月に発足した。 

 
 

   制度の特色 

一般的に、「行政オンブズマン制度」は市

政への苦情にかかる市の処理について第三

者的な立場から評価することを第一主義と

している。 
しかしながら、当委員会は、苦情処理に

ついての評価以外に、本市の行政改革の進

捗状況について、公正かつ中立的な立場か

ら評価を行い、市長に対し報告し、又は意

見を述べるとともに、市長の求めに応じ、

市の施策や市民の提言等について意見を述

べることにより、開かれた市政の一層の進

展を図っていることが特色となっている。 
 

 
 
 

（１）名 称 

行政改革や苦情に対して、第三者から評

価をすることを重点とする制度で、評価委

員による合議制を基に、委員の総意で評価

をすることから、名称を「西尾市行政評価

委員会」とした。 
 

（２）実 施 

平成 7年 4月 10 日「西尾市行政評価委員

会要綱」施行により設置している。 

 

（３）目 的 ･ 趣 旨 

本市の行政改革の進捗状況、市政への苦

情に対する市の処理について、公正かつ中

立的立場から評価を行い、市長に対し報告

し、又は意見を述べるとともに、市長の求

めに応じ、市の施策や市民の提言等につい

西尾市行政評価委員会 

１ 

２ 

第７部 西尾市行政評価委員会の概要 
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て意見を述べることにより、市政の公正性

及び信頼性を高め、もって開かれた市政の

一層の進展を図ることを目的とする。 
 

（４）委員の任期等 

委員は、男性２名,女性１名で構成されて

おり、その内 1 名を評価委員の互選により

代表評価委員としている。 

評価委員は、衆議院議員、参議院議員、

地方公共団体の議会議員若しくは長、政党

その他の政治団体の役員と兼ねることがで

きず、人格が高潔で地方行政に関し優れた

識見を有する者のうちから市長が委嘱し、

任期は２年とし再選を妨げない。 

 

（５）職 務 

①行政改革の監視・調査・公表につい

ての評価を市長に報告すること。 
②市政全般について、自己の発意に基

づく意見を市長に述べること。 
③市政への苦情の申立てがあった場合

に、公正かつ中立的立場から、苦情

に対する市の処理について調査・検

討・評価を行い、必要があると認め

るときは、市長に意見を述べること。 
④市長の求めに応じ、市への市民から

の提言や要望等及び苦情にかかわる

各種施策の問題点と改善の方策等に

ついて調査・検討し、市長に意見を

述べること。 
以上の４点となっている。 
これらの運営状況については、 
① 行政改革の監視等 

景気の動向が不透明の中、行政は厳し

い財源での運営を余儀なくされ、更に業

務の効率化、変革への対応、透明化等が

強く求められている。 

特に、行政運営については、「開かれ

た市政と市民参加の視点」を重視し、行

われる必要がある。中立的第三者機関と

して、公正・中立な立場での監視・調査

及び公表機能を持つ本会は、こうした視

点に立ち行政改革の進捗状況調査と監

視等に努めている。 

② 自己の発意 

評価委員の自己の発意に基づく意見

表明が今までに４件提出されている。 

・｢第５次総合計画｣の策定に伴い、行

政と市民の信頼に基づくパートナー

シップにより、まちづくりが推進さ

れるよう要望(平成 8年 3月) 

・ 行政マネージメントシステム｢ＩＳ

Ｏ９０００s｣の導入についての研

究・検討を要望(平成 11 年 3 月) 

・ 「法教育」の研究を行い、市内小中

学校において、子どもたちの問題解

決能力をより高めるため、導入ある

いは強化を要望(平成 16 年 3 月) 

・ 「市民満足度アンケート」「職員ア

ンケート」を行い、その結果を踏ま

え、市職員の意識の涵養や諸制度の

新設・見直しを要望（平成 21 年 3

月） 

③ 苦情申立ての受付処理 

市民からの苦情申立てが容易にでき

るようリーフレット・苦情申立書を 16

か所の公共施設に設置するとともに､年

次ごとの西尾市行政評価委員会報告書

も同時に配置し、プライバシーに配慮し

ながら、申立て内容等の公表に努めてい

る。 

また、苦情申立てについては、便宜を

図るため面談だけではなく、電話・ファ

ックス、郵送、代理人、Ｅメールでも受

付け、調査、検討し、評価を行っている。 

④ 市長の求めに応じて行う職務 
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市長から、各種施策の問題点と

改善の方策等についての求めが過

去２件あり、本会として調査、検

討して評価を行い、各年次報告書

で評価内容について公表している。 

・西尾市障害者福祉計画の実施状況に

ついて(平成 11 年度･12 年度) 

 

（６）対象範囲 

苦情を申立てることができる人は、西尾

市に住んでいる人に限らず、西尾市が行っ

ている仕事とその仕事に携わっている職員

の行為で、行政に対し、市の処理に納得で

きない、不満があるなど、自らの利害に係

る苦情を持つ人である。従って、未成年者、

西尾市以外の居住者、外国人、法人、その

他の団体でも申立てができる。 

ただし、下記の事項は除外している。 

(1)判決、裁決等により確定した権利関係

に関する事項 

(2)裁判所において係争中の事項及び行

政不服審査法(昭和 37年法律第160号)

の規定による不服申立てを行っている

事項 

(3)監査委員が監査等の結果報告をし、公

表した事項及び監査等を行っている事

項 

(4)職員の自己の勤務条件及び身分に関

する事項 

(5)評価委員会に関する事項 

(6)議会に関する事項 
また、申立て期限は当該苦情に係る市の

処理を知り得た日から１年以内としてい

るが、不利益が継続しているものなど申

立人に正当な理由がある場合は、申立て

ができる。 
 

（７）申立ての手続き 

行政評価委員会事務局(市役所企画課内)

で苦情申立てを受付けしており、市内 16 か

所に備えてある「苦情申立書」に記入の上

評価委員会事務局へ提出する。苦情申立書

は、代理人、ファックス、Ｅメール又は郵

送でも受付ける。なお、電話の場合は、事

務局職員が申立て人に代わって「苦情申立

書」を作成する。ただし、匿名による申立

ては、本人の利害関係が確認できないので

受付けはしない。 
 

（８）申立て処理方法 

①調査・検討の方法については、該当主

管課の管理職等より説明を求め、その

保有する書類、帳簿その他の記録の提

出を求めることができる。それ以上に

調査・検討の必要がある場合は、関係

機関から評価会席上において事情を聴

取し、又は実地調査をする。 

②申立て案件の調査検討は評価委員全員

の合議により評価を決定し、その結果

を申立人及び市長に書面をもって通知

する。 

③申立てのあった苦情に対する市の処理

の評価を決定した結果、必要があると

認めるときは、市長に意見を述べるこ

とができる。 

④評価委員会が意見を述べたときは、市

長はその意見を尊重しなければならな

い。 

⑤意見を述べたときは、市長に対し、是

正等の処理方針について報告を求める

ことができる。 

⑥市長は、報告を求められた日から起算

して 60 日以内に評価委員会に対し、是

正等の処理方針について報告しなけれ
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ばならない。 

⑦市長より報告があったときは、その旨

を苦情申立人に、速やかに通知する。 

⑧市長が求めた事項の調査・検討が終了

したときは、その結果について速やか

に市長に通知する。 

⑨申立て案件が評価委員会の所管する業

務以外の案件についても、その理由を

付して書面で申立て人に通知すること

がある。 

 

（９）年次報告 

評価委員会の活動状況をまとめ、市長に

報告している。 
また、市議会、市の部課長、報道機関、

関係機関に配布するとともに、苦情申立書

の常備場所である公共施設に配置し、一般

市民に対しても公表している。 
 

（10）事 務 局 

事務局は、西尾市企画部企画課内に西尾

市行政評価委員会事務局を設置しており、

専門職員は配置しておらず、兼務職員が 1

人である。ただし、事務局職員としては、

部長、課長、補佐を含めた４人体制である。 
 

（11）運 営 状 況 

平成７年度から平成 20 年度までの 14 年

間の苦情申立書の受付け状況については、

44 ページのとおりである。 

年次別受付状況表のとおり、受付件数は

年々減少傾向にあり、年平均で約 10 件であ

る。 

行政改革の監視等については、平成６年

度に西尾市行政改革大綱及び実行計画を策

定し、平成７年度から業務の効率化等を図

るため、９つの検討委員会を設置し、実施

に努め、一定の成果を上げてきた。 

また、平成７年度の実行計画（以下「第

１次実行計画」という。）の実施状況を踏ま

え、さらに行政改革を推進するため、平成

11 年 5 月に新たな西尾市行政改革推進計画

を策定し、平成 11 年度以降に重点的に実行

すべき項目と数値目標、目標年度を定め、

項目ごとに６つの検討委員会を設置して第

２次実行計画を策定した。さらに、第１次

実行計画の実行項目でさらに推進すべき事

項の検討・実施に努めてきた。その後、第

２次実行計画を推し進めるうちに、目標を

達成できないもの、当初の目標を変更しな

ければならないものが明らかになった。さ

らに、今後の財政見通しの危機的状況を見

据え、歳入の確保と一層の歳出改革により、

限られた財源、人的資源を効率的、効果的

な行政運営を行う新行政システムの構築が

急務となり、職員が自らの事業を評価する

「行政評価制度」を 15 年度に導入するとと

もに、第３次実行計画にあたる｢行財政改革

推進計画｣を 16 年度に策定した。これらの

進捗状況について、当委員会で｢監視・調

査・公表｣を行っている。 

17年度は提出された行政評価制度評価表
について総括評価と抽出評価を行い、市当

局へ要請を行った。18年度は、市の事業の
うち「市の裁量に委ねられた任意的事業（一

般）」の 265事業（老人ホ－ムを除く）すべ
てを対象に評価を行い、19年度にはその評
価結果に対して、各課がどのような対応を

取ったかについて進捗調査を行った。 
20 年度は、「地方教育行政の組織及び運
営に関する法律」の一部改正に伴い、西尾

市教育委員会から依頼を受け、同教育委員

会が所管する事務から抽出した１３事業に

ついて評価を行った。 
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