
 
 

 

 

平成２１年度（第１５次）報告書 
 

（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日） 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

平成２２年７月 



目       次 
 

 

                               

西尾市行政評価委員会 － その役割 － ···························· １

 

行政評価委員のひとこと ·········································· ２

 

１ 西尾市行政評価委員会の活動状況 ······························ ３

・ 行政改革の監視等について 

・ 発意に基づく意見陳述 

・ 苦情申し立ての受付処理 

・ 市長の求めに応じて行う職務 

・ その他 

 

２ 西尾市行政評価委員会の所見 ·································· ５

・ 教育委員会事業評価について 

・ 発意について 

・ 苦情申し立ての評価について 

 

３ 参考資料 ···················································· ７

第１部 西尾市教育委員会事業の評価所見 ························ ７

第２部 「市民の声」制度に対する所見について ·················· ９

第３部 苦情申し立ての処理事例 ································ ２１

第４部 西尾市行政評価委員会要綱 ······························ ３２

第５部 西尾市行政評価委員会運営要領 ·························· ３５

 第６部 西尾市行政評価委員会苦情申し立て処理フロー ············ ３６

第７部 西尾市行政評価委員会の概要 ···························· ３７

 



- 1 - 

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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行政評価委員のひとこと 
 

  第一歩からの学び 
代表行政評価委員 冨 田  晃 

教育界を４年前に退き、昨年１０月より、行政評価の仕事をさせて

いただいております。この間、幾つかの事案について検討を重ねてき

ましたが、問題は多岐にわたり複雑に入り組んでいます。教師を３７

年間務め、そこで得た経験知では対処できず、戸惑うばかりです。困

りました。ここは、謙虚に第一歩から学ぶ以外、道はありません。幸いなことに、周りに

は、経験豊かで、判断力に秀でた委員さんがおられます。この方々に導かれ、判断力を磨

くための学びを始めようと決意しました。 

最近、すばらしい書物にも出会いました。それは渡邊二郎氏（哲学者）の諸著作です。

難解な書物ですが、学生時代哲学専攻の友人と二人で、少しずつ読み解いています。今は、

この学びが行政評価の仕事に、少しでも生きてくれることを願うばかりです。 

 
 

  ピン・シャン・コロ～ン！ 
行政評価委員 三 浦 眞 澄 

世界に例を見ないスピードで高齢化が進展しています。働き手 0.8

人で１人の老年者や年少者の面倒を見なければならない時代がやって

きます。約 1,000 万人の年少者が減った分だけ高齢者が増え、人口減

とほほ同じ約 3,800 万人の生産年齢人口が減少し、2055 年には中位推

計でも現在の約 54％となるという厳しい現実を知りました。そして、年金はもとより、医

療費・介護の問題も緊急の課題となっています。 

数年前から話題の徳島県の上勝町では高齢者に働く機会を提供したら特養施設の入所者がゼ

ロとなり施設は閉鎖となったとか。仕事と共に収入も得て活き活き楽しそうに働くおばあちゃん

達の話を聞き、わが西尾市でも地域振興に一役買い、高齢者の健康維持にも繋がるような施策を

皆さんと共に考え、自分もピン・シャン・コロ～ンといきたいものだと痛切に感じています。 
 

 

  机上だけではなく現場主義を心がけたい 
行政評価委員 永 谷 和 之 

川上委員の後任として昨年４月から行政評価委員となり、他の委員

の方々に支えられながら何とか初年度を終えることができました。特

に印象深かったのは、教育委員会所管事業の評価のためにゲンジボタ

ルの里、勤労青少年ホーム、中学校の給食室等を実際に視察したこと

です。現場の様子や担当者の方々のご苦労等を知ることができ、私としても大変勉強にな

りました。やはり現場に足を運ばなければ分からないことは少なくありません。資料だけ

でなく現場を直に目で確かめるよう、これからも努めていきたいと思っております。 
また、東京で開かれた全国行政苦情救済等連絡会に行き、全国の行政評価委員の体験談

や工夫を聞くことができたのも大変貴重な体験でした。この学びをこれからの行政評価に

是非活かしていきたいと考えています。 
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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２１年度は、２０年度に引き続き西尾市教育委員会から事業の評価依頼を受け、

同教育委員会が所管する事務から抽出した１０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 

西尾市で実施されている「市民の声」制度に着目し、平成２２年１月に「市民の

声」が提出された所管課に対し、その対応状況を調査しました。 

その結果を踏まえ、本制度の改善について所見をまとめました（９頁参照）。 

 

（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１１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（３１

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２０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ＦＡＸ、郵送、

代理人、Ｅメールでも受け付けて、調査や検討を行い、評価をしました。 

平成２１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１３件ありました。 

 

○ 苦情申し立ての受付状況 

平成２１年４月１日から２２年３月３１日までに、本委員会が受け付けた苦情申

し立ての件数は、１３件でした（２１頁参照）。 

申し立てのあった苦情の内容は、住宅改修費給付申請に関するもの、保育料の徴

収基準に関するもの、個人情報の漏洩に関するもの、介護保険の算定に関するもの、

福祉課職員の対応に関するもの等です。 

○ 受付件数１３件の処理状況 
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１ 苦情申立人に結果通知をしたもの ·······························５件 

① 評価を行ったもの ······································ ５件 

② 調査中止・打ち切ったもの ······························ ０件 

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

２ 調査継続中のもの ·············································１件 

３ 取り下げ及び相談のみのもの ···································５件 

４ その他のもの（匿名で内容報告のみ） ···························２件 

合計 １３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２１年１１月２６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３１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年度に引き続き、平成２１年４月に西尾市教育委員会から本

委員会へ評価依頼がありました。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１０事業について評価を行い、同年１０月に所見結果を回答しました（７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、２２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 

本委員会は、西尾市政に対する市民の方々の意見を率直にお聞きしたいと考え、現

在西尾市で行われている「市民の声」制度に着目しました。 

この制度は、市民の方々からいただいた意見を市政に反映すること等を目的に実施

されております。行政に対して市民の方々は様々な意見を持っておられます。その意

見の中には行政職員には気付きにくい、非常に有益な意見も見受けられます。今回、

こうした市民の声に対して西尾市がどのように対応しているのか調査を行いましたと

ころ、行政の対応が不十分ではないか、一部制度の見直しが必要ではないか等と思わ

れる点がありました。 

そこで本委員会としましては、今後、当制度をさらに充実していくために、別紙

（９頁参照）のとおり、本委員会の所見をまとめましたので、ぜひ参考にしていただ

きますようお願いします。 

 

（３）苦情申し立ての評価について 

本委員会は、平成２１年度中に１３件の苦情申し立て（相談のみを含む）を受け、そ

のうち５件の評価決定をしました。 

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及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。 

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
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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。 

 

 

 

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  冨  田   晃    

行 政 評 価 委 員  三 浦 眞 澄    

行 政 評 価 委 員  永 谷 和 之    
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３ 参考資料 

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２２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。 

 担当課 事業名 所   見 

1 文化振興課 文化財調査事業 

 遺跡発掘調査は、外見上、遺跡の箇所を分かりや

すく明示したり、遺跡の活用について周知するなど、

市民へのＰＲを積極的に行うことを要請します。ま

た、多彩な文化振興に携わる市職員の人材育成が図

られることを希望します。 

2 文化振興課 西尾市史編さん事業 

 編集刊行されたこれまでの１０巻は、貴重な文化

財産です。最終巻刊行にあたり、市史編さんには教

員や市職員の協力が不可欠であるため、積極的な連

携を図って事業を推進することを要請します。また、

西尾の歴史に興味や関心があり、事業推進に寄与で

きる人材をボランティア等で活用することを希望し

ます。 

3 学校教育課 発達障害研究推進事業

 発達障害のある児童が増加している現状を踏まえ、

学級適応支援者の全校配置は評価できます。今後も

実態に合わせて、学級適応支援者を増員・充実させ

るなど、積極的に事業を推進することを要請します。

また、教員と学級適応支援者との連絡がとりづらい

点があるとのことですので、教育委員会職員が現場

を直接訪問、確認し、適切な処置を行うことを要請

します。 

4 学校教育課 教育振興基金積立事業

 運用益による収入は小額のため、事業目的である

幼児教育の振興を推進するために、子ども課と十分

連携して、基金の有効な活用を積極的に進めること

を希望します。 

5 
教育委員会

庶務課 
小中学校給食事業 

 学校給食は、児童・生徒の食育に調理員さんとの

ふれあいも含め重要な役割を果たしてきました。西

尾市では教育・安全面についてセンター方式より勝

っているとして単独自校方式が採用されているとの

ことですが、現在では安全衛生面が優先され閉鎖的

な空間となり、かつ正規職員は退職者不補充となっ

ているため委託に切り替える必要に迫られており、

機材・施設の老朽化に伴う多大な改修コストが必要

とされているなど多くの問題を抱えているようです。

他の多くの市町村でとり入れられているミニセンタ

ー方式の導入を含め、旧来の固定観念に囚われるこ

となくそのメリット・デメリットを再検討し、課題

解決のための工夫を重ねることによりデメリットを

軽減、克服するなど、学校給食の果たす役割と投入

コストのバランスを考慮した事業運営を希望します。
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 担当課 事業名 所   見 

6 子ども課 
ファミリー・サポート

・センター運営事業 

 ファミリー・サポート・センター事業は、会員制

で、会員相互の助け合い精神で成り立っている事業

とのことですが、援助会員の確保や依頼会員のニー

ズの多様化、複雑化への対応などの課題があるよう

です。今後も地域住民の助け合いの制度として定着

させるために、積極的に広報することにより市民の

理解を求め、会員から情報を吸い上げることで制度

の改善や事故の未然防止、援助会員の学習機会の確

保による資質向上の他、ＮＰＯ法人の育成なども含

め積極的に制度の充実を図ることを希望します。 

7 子ども課 保育士研修事業 

 保育士の資質向上のための保育士研修事業ですが、

家庭の養育力の低下、保育形態の多様化などにより

負担が増えている個々の保育士の課題にもきめ細か

い対応ができるように、創意と工夫に満ちた専門性

の高い研修計画を作成すること、及び官民の保育士

相互の情報交換の場としても活用し、地域の子育て

力の一層の向上に資する研修となることを要請しま

す。 

8 生涯学習課 スポーツ教室開催事業

 各教室講座については市民ニーズを的確に把握し、

要望に沿った種目開催を検討していくことを要請し

ます。また、リピーターを減らし、クラブ作りへと

つなげられるような取り組みの創出を希望します。

9 生涯学習課 
ゲンジボタルの里 

管理事業 

 来場者数を常に意識し、リピーターが増えるよう

な新しい企画等を検討することを要請します。また、

オフシーズンの利用についても積極的に検討すると

ともに、ホタル観覧者は市外の方が多数であること

を認識し、環境課、商工課との連携（例：いきもの

ふれあいの里や観光協会との共同事業）を図りなが

ら、今後の施設のあり方について検討することを希

望します。 

10 生涯学習課 
勤労青少年ホーム 

管理運営事業 

 建物の本来の趣旨と実態が一致していないように

感じます。市民の利用が多いことは結構ですが、建

物の本来の趣旨である若者への就労支援の講座など、

市民ニーズに合った企画をするように要請します。

 また、施設の利用者において青少年にこだわる必

要がなければ、用途変更を含めて抜本的に見直すこ

とを要請します。 
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第２部 「市民の声」制度に対する所見について 

１ はじめに 

  本行政評価委員会は、平成７年４月に設置され、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（西尾市行政評価委員会要綱第

１条）。また、その職務の重要な一つに「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（同要綱第３条（３））。そこで本年は、市民の皆さんか

らいただいた意見や要望を市政に反映することを目的に、平成１４年度から西尾市公式

ホームページ上で実施されている「市民の声」制度について調査をいたしました。 

調査の結果、「市民の声」が実際に市政に活かされている実例を複数確認することがで

き、同制度が一定の成果を上げていることが明らかとなりました。これからも引き続き

同制度が活用されることを望むところでありますが、反面、「市民の声」に対する行政の

対応が形式的なものにとどまっている事例や、同趣旨の「市民の声」が複数寄せられ、

その都度繰り返し対応をしている実情など、様々な問題点も浮き彫りとなりました。そ

こで本委員会として、今後、「市民の声」を更に多くの市民の皆さんに活用していただけ

るより良い制度とするため、以下のとおり改善案を含む所見をまとめましたので、ここ

に報告いたします。 

 

２ 調査結果の概要 

（１）「市民の声」制度とは 

目  的：総合計画で定められている広聴活動の一環。市民の声を的確に市政へ反映。 

  概  要：提出された「市民の声」はすべて担当課へ報告され、担当課においてその

対応を検討する。その後、記名者に対して回答されるとともに、その内容は

全職員が確認できるように庁内で公開される（職員以外の者の閲覧は不可）。

一方、無記名者へは原則回答をしないが、必要に応じて回答をする場合もあ

る。 

  利用状況：平成２１年度実績：352件（うちメール213件、投書箱126件、郵送13件） 

平成２０年度実績：179件（うちメール85件、投書箱84件、郵送10件） 

       平成１９年度実績：186件（うちメール91件、投書箱83件、郵送12件） 

（２）「市民の声」に対する取組状況調査 

  調 査 日：平成２２年１月 

  調査対象：平成２１年４～１０月受付分の「市民の声」のうち、本委員会にて抽出し

たもの（３６件）。 

調査概要：「市民の声」に対してどのような回答や対応をしているかについて、本委員

会より各課へ照会をした。また、初回の回答内容が不十分であると判断した

ものについては、調査の回答内容を市民向けに公表する旨を伝え、再度の回

答依頼をした。 

調査結果：実施済み１６件、実施予定１件、検討中５件、未検討１件、実施不可８件、

その他７件（複数回答あり） 
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３ 調査結果に対する所見 

（１）「市民の声」制度の効果 

・ 「市民の声」が契機となり、行政だけではなかなか意識することができなかった

課題が発見され、その課題について一定の改善が図られています。具体的に市政に

反映されたと認められる事例は後記のとおりです（５（１）参照）。 

また、担当者が市民に対して直接回答をすることで、行政への理解を深めていた

だく良い機会を提供できたものと評価することができます。調査では３６件のうち

１０件について回答がなされていました。 

（２）市民への回答及び当委員会からの調査の回答などに対する問題点 

・ 類似した「市民の声」が複数寄せられており、これに対して各々回答することは

非常に非効率的であるという印象を受けました。 

・ 形式的な文言で書かれた回答や、質問内容と合致していない回答等、誠実さを欠

くと市民から誤解を受ける恐れのあるものが散見されました。 

 例えば、調査への回答において「○○に連絡済み」「○○を検討中」というような

市民の声に対して真摯に対応しているのか定かでないものが複数存在しました。ま

た、一旦設置・対処（該当者に連絡・指導）などしたケースについても、引き続き

調査・観察を行い、事後経過まで報告した事例はほとんどなく、問題の根本的解決

を図る姿勢に疑問を感じるものが多くありました。 

・ 市役所職員から投稿があった場合に、対応すべきか否か苦慮しているという担当

者の意見もありましたが、制度運営上のルールが不明確で、対応をすべき市民の声

の範囲が明確になっていないという印象を受けました。 

 

４ 行政評価委員会の提言 

（１）具体的な改善案 

・ 「市民の声」を「原則公開」とすべきだと考えます。ただし、個人のプライバシ

ーや名誉を傷つける投稿など公開することが適切でない投稿もあるため、公開・非

公開の一定の基準を設ける必要があります。その非公開の基準としては以下の基準

が考えられます。 

■ 非公開の基準（例） 

原則公開としますが、次のいずれかに該当すると判断した場合は非公開とし

ます。 

１ 特定の個人・団体を誹謗中傷する内容を含むとき 

２ 特定の個人・団体のプライバシーに関する内容を含むとき 

３ 特定の候補者・政党を支援する等、選挙活動又は政治活動と評価できる内容

を含むとき 

４ 差別的な表現を含む等、公序良俗に反する内容を含むとき 

５ 投稿内容が市政に関係しないとき 

６ その他、市民の声の目的に照らし公表することが相当でないと認められるとき 
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・ 投稿者の氏名等は、公開しません。 

・ 公開手法は庁舎の掲示板、ホームページ、広報などを活用します。 

・ 原則公開の旨を「市民の声」様式に記載し、投書者の承諾を得るようにします（公

開を希望しない場合は、その旨記載していただく）。 

・ 市職員の直接担当していない業務に関する意見や改善提案を「市民の声」に一市

民として投稿することの可否を明確にする必要があります。市職員の投稿を禁止す

る場合には、それを周知するとともにその代替的手段（行政内部の意見・提案の吸

い上げシステム）をご検討ください。なお、当委員会では、市職員にも市民・生活

者としての一面もあるため、一市民として「市民の声」に投稿することを制限する

理由はないと考えます。 

（２）原則公開とした理由 

・ 同種の意見に対してそのたび毎に対応をするのは効率的とは言い難く、担当者の

負担もかなり大きいと思われます。これまでどのような意見があったのか、それに

対してどのような対応を行った（もしくは検討している）のか公表することで、重

複する投稿を減らすことができ、「市民の声」に関する業務を効率化することができ

ます。また、重複する投稿があった場合には、過去の「市民の声」とその対応を教

示することで足りると考えます。 

・ 「市民の声」と行政の対応をそれぞれ公表することにより、現在行政がその問題

に対してどのように取り組んでいるのか、もしくはどのような障壁があって改善で

きないのかを市民に知ってもらうことができます。 

・ 公表することで、多くの市民の目による監視が期待できます。これにより、これ

まで以上に行政担当者の真摯な対応を期待することができ、更なる市政の充実につ

ながるものと確信します。 

・ 原則公開とすることで、投稿者にもこれまで以上に内容を吟味し、責任ある提案

等を期待することができます。 

（３）他の行政・地方自治体等 

・ 近隣他市町（知立市・みよし市・一色町）でも積極的に住民から寄せられた意見

とそれに対する回答を公開しています。 

・ 厚生労働省の国民の皆様の声制度では、来訪・電話・手紙・ＦＡＸ・メールなど

の媒体別件数、内容の内訳などと共に主な意見・要望・質問等の内容とその対応の

概要をホームページ上で公開しており、意見・要望に関しては回答をせず、質問に

関しては記入されたメールアドレス宛に回答することが原則となっています。 

 

５ 個別事例に対する所見(№は別紙一覧表の表示番号) 

（１）改善された事例 

・ № 4「河川敷について」 車止め支柱を設置 

・ №11「米津町のちびっこ広場について」 球技禁止の回覧、看板設置 

・ №17「保健センターの目印について」 看板設置 

・ №21「自立支援（更正医療）更新手続きについて」 通帳上の金額を転記する対
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応もできるように事務手続きを変更 

・ №22「善明市民運動広場の管理」 車止めの柵を設置、警察へ巡回依頼 

・ №28.29「学校備品の処分について」 処分ルールの明確化 

（２）回答内容や対応に問題が見られた事例 

・ №8.9「学校敷地内禁煙について」 

敷地内禁煙の早期実現を求められる「市民の声」に対して「平成２３年度を目途

に実施できるよう検討してまいりたい」というのは、合併を視野に入れての回答で

しょうか。いま少し検討期間を短くできないものでしょうか。 

・ №15「青年の家・婦人の家の池の水の補充について」 

「市民の声」に提言を寄せている方は、メダカや鯉などの生息する癒しの空間と

しての池の再生を望んでおられます。このような声に対して、「施設の利用者のこ

とを考えると、池を取り壊し、埋め立てて、駐車場の拡大を図るべきだと考える」

という回答は、いかがなものでしょうか。 

・ №19.20「市民の声について」 

メールアドレスのみの場合や匿名の場合に回答をしないとのことですが、岡崎市

や一色町のように回答することを原則としてはいかがでしょうか。 

 

６ まとめ 

「市民の声」は、市民の生の意見を直接聞くことのできる優良なツールです。行政だ

けではなかなか発見できない問題を市民の目線から発見することができます。 

実際に市民の方々は、行政に対して様々な意見を持っておられますが、なかなか行政

職員には届きにくく、また「市民の声」に寄せられる意見の中には非常に有益な意見も

見受けられました。今回の調査による所見は、市民の素朴な視点からの行政のプロに対

する率直な意見であることをご理解いただき、本所見を参考に、なお一層市民のために

事業の改善・改革に努められるようお願いたします。 

 

【添付資料】 

 「市民の声」一覧表（４月～１０月受付分） 

 



対応結果 具体的内容
1 アライグマについ
て

昨夜22時頃、水路に出ている丸い配水管からアライ
グマ（体長40～50センチくらい（しっぽを含まない））
が出てきました。だいぶ前から、ザリガニの食い荒ら
された形跡があります（アライグマの仕業かどうかは
わかりませんが…）。アライグマは獰猛で細菌を運ん
でくると聞いたことがあり、ウチに小さな子どもがいる
ので、少し怖いです。こういう害獣は、市の方で駆除
などしていただけるのですか？

最近市内で、アライグマの被害が多発している
ことに関しては、市といたしましても把握してお
り、民間業者に依頼して試験的に駆除をしてい
るところです。しかしながら、すべてのケースに
対応することは困難な状況ですので、原則とし
て、有害動物の駆除に関しては、各個人で自己
防衛等の対応をしていただきますようお願いい
たします。

実施済み 捕獲檻を設置しました。
※市が捕獲檻を２機購入。貸し出しをしている。
22年１月現在で処分実績は２匹。

2 アライグマについ
て２

市内に出没しているアライグマを駆除してほしい。
伝染病など、人的被害が心配である。

実施済み 捕獲檻を設置しました。
※市が捕獲檻を２機購入。貸し出しをしている。
22年１月現在で処分実績は２匹。

3 矢作川河川敷に
ついて

矢作川河川敷利用者の増加に伴い、利用者のモラ
ルが低下してきている。夏は特に花火禁止の看板の
前で平気でバーベキューをするなど、迷惑な利用が
目に付く。路上駐車も片側うまる時もあり危険なた
め、昼間・夜間・休日など警察とも協力し定期的なパ
トロールなど対策を考えてほしい。

実施不可 河川管理者（国土交通省）に確認したところ、河
川敷地では花火及びバーべキュー等の行為を禁
止しておりません。（公園が禁止している部分を除
く）又、パトロールは、平日1回／日・休日1回／
月・夜間2回／月ですでに行っているためこれ以
上の追加は困難との回答でした。

4 河川敷について 矢作古川のラジコンボートの騒音に困っている。河
川敷入口の車止め支柱が抜かれているが、支柱を
元に戻すことによって騒音が減ることが期待できるの
で元に戻してほしい。

実施済み 河川管理者（愛知県）にて車止めの支柱を設置さ
れました。

5 除草剤について 近所の農道に撒かれる除草剤で毎年目が痛くなり、
呼吸が困難になる。又、頭痛もし、花粉症の症状と
は明らかに違う。近所周辺の方からの同様な訴えを
きく。学校も近く、保育園の通学路でもあるので、改
善できないだろうか。

実施済み 農林水産課を通して行為者にやり方の改善を指
導しました。
※行為者に苦情があった旨を連絡、その後、苦
情等はない。

6 野焼きについて 現地を見に来てください。ペットボトルや電気製品等
を早朝に燃やしている者をよく見かける。
煙と悪臭がひどいのでやめさせてほしい。

実施済み 行為者に止めるように指導しました。
※状況が改善していないため、22年１月にも行為
者に電話したが、理解していただけなかった。

7 市役所の環境に
ついて

市役所の庭が立派だが前の道路が落葉や空缶で
汚い。職員の方は仕事以外の時間で掃除してくださ
い。立派な庁舎に合う職員であってほしいです。

その他 年1回周辺のゴミ拾いを実施しております。
今後も環境美化に努めてまいります。

8 学校の敷地内禁
煙について

名古屋市、春日井市等はすでに実施してます。子ど
もの健康のため西尾市も学校の敷地内禁煙を推進
願えれば幸いです。

敷地内全面禁煙については現時点では行って
いませんが、運動会や学芸会等の学校行事で
は、児童生徒に影響がないように敷地内全面禁
煙を進めています。　今後も引き続き、児童生徒
の健康を考え、敷地内全面禁煙を推進していき
ますので、ご理解ください。

検討中 西尾市内の小中学校では、現在、施設内禁煙を
実施しています。
ご質問の敷地内禁煙については、一部の学校で
実施していますが、全小中学校での実施につき
ましては、検討中でございます。

「 市 民 の 声 」 一 覧 表 （ 平 成 21 年 4 ～ 10 月 受 付 分 ）

進捗調査
NO. 項目名 市　か　ら　の　回　答

(※記載がないものは匿名のため回答しなかった案件）
市民の意見・質問等（一部要約）

-
 
1
3
 
-



対応結果 具体的内容
進捗調査

NO. 項目名 市　か　ら　の　回　答
(※記載がないものは匿名のため回答しなかった案件）

市民の意見・質問等（一部要約）

9 学校敷地内全面
禁煙について

貴市在住の友人から聞いたのですが、貴市では未
だ、市立学校の敷地内禁煙を実施していないとのこ
とで、その対策の遅れに驚いてしまいました。私の
在住する○○市では、もう5年以上前から、全市立
学校で敷地内全面禁煙が実施され、現在では当た
り前のこととして定着していますが、児童・生徒の受
動喫煙被害防止のためにも、彼らが新たに喫煙者
になってしまうのを防止するためにも、喫煙室等設
置に無駄な税金を使わないためにも、その必要性・
必然性は、私がいちいち言うまでもなく、貴市教育
委員会でもよく認識されているはずです。なぜ貴市
では今もって実施されていないのか、理解に苦しみ
ます。ぜひ実施されない「理由」を教えていただきた
いものです。○○市に出来て、貴市に出来ないとい
うのはどうしてですか。興味があります。ぜひその
「理由」を教えていただきたいです。 上記のような
様々な理由で、学校内敷地全面禁煙は、プラスに
なってもマイナスになることはあり得ません。貴市で
も、何より児童・生徒・子供達のためにも、一日もは
やく学校敷地内全面禁煙を実施されるよう、心から
強く要望します。

現在、市立学校では受動喫煙防止を最優先に
考え、児童生徒に影響がないように配慮してい
るため、敷地内全面禁煙については実施してい
ませんが、今後は保護者代表、学識経験者、学
校役職者等からなる各小中学校の学校評議員
会において話題とし、検討してまいりますのでご
理解ください。

検討中 全小中学校での敷地内全面禁煙については、地
域の方々や教職員の理解を得ながら、 平成23年
度を目途に実施できるよう検討してまいります。

10 西尾市文化会館
について

文化会館の事務局職員の窓口対応が悪い(口調が
厳しい)。団体によって差別があったり、手土産を持
参すると機嫌が良くなる等の話も聞いている。職員
の教育指導を徹底すべき。

実施済み 管理する団体の責任者及び職員に対しては、日
ごろより利用者に対して丁寧な対応を心がけるよ
う指導しておりますが、特に手土産などを受け取り
誤解を招くことがないように徹底指導いたしまし
た。

11 米津町のちびっこ
広場について

米津中部ちびっこ広場で小中学生が野球をしてお
り、個人の敷地内にボールが頻繁に飛んでくる。危
険なので、ボールが飛び込まないような対策を講じ
るか、球技を禁止してほしい。

ご迷惑をおかけし、大変申し訳ありません。ご指
摘のとおり米津中部ちびっ子広場の広さでは、
球技を行うには不適当であると思われます。し
かしながら、市内のちびっ子広場につきまして
は、町内からの要望により設置され、管理につき
ましても町内でしていただいております。この広
場の今後の取り扱いにつきましては、早急に町
内会と詰め対処いたします。よろしくお願いしま
す。

実施済み 町内回覧にて球技禁止の徹底をして頂き、看板
を設置しました。

12 鶴城ふれあいセ
ンターの遊戯室に
ついて

遊戯室を利用している子どもの様子がきちんと把握
されていない。
小さい子どもが危険な状態になっているので、配慮
が必要。

実施済み 現状を把握し、遊戯室の利用は『保護者同伴』と
変更し、利用者規制をした。
また利用者及び保護者の氏名を記入してもらうよ
うにした。
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対応結果 具体的内容
進捗調査

NO. 項目名 市　か　ら　の　回　答
(※記載がないものは匿名のため回答しなかった案件）

市民の意見・質問等（一部要約）

13 寺津ふれあいセ
ンターについて

市民インターネットパソコンの提供は、必要とする人
がいなくなるまでやめないでほしい。

実施不可 市民の皆様にインターネットを身近に体験してい
ただくことを目的とし、平成14年度国庫補助事業
にて整備しました市民インターネットパソコンは、
機器の老朽化が著しく、また、広くインターネット
の普及が行われたため、当初の目的を達成しまし
た。そのため、平成22年度からはこのサービス
は、市立図書館を除き廃止することとしています。

14 寺津ふれあいセ
ンターについて

資料検索サービスについて、PC（利用者用）は２台
ほしい。片方はキーボードをつけてほしい。また、西
尾図書館のように、調べた内容をプリントできるサー
ビスを導入してほしい。

実施済み 検索（プリント含む）は、ブラインドタッチとキー
ボードの両方が利用できるよう明記した。また、い
たずら対策として、注意の張り紙をした。

15 青年の家・婦人の
家の池の水の補
充について

池の水が少なくなり、数匹の鯉とメダカが死にそうで
す。この建物は市民または市外の人が多く訪れる重
要な施設です。西尾市の品位を落とすことにならな
いかと、市民の一人として、とても残念に思います。
この池の水については、昨年から補充がないようで
す。漏るということならば、なぜ、昨年度のうちに修理
をしていないのか、とても不思議です。もう水をいれ
ないと池の生き物は死んでしまいます。思いやりの
心を持ち、自然を大切にし、美しい西尾市にするな
らばすぐにでも水を入れてください。

検討中 池に住むコイなどの生き物は、図書館の池などに
移し変えたり、自然にかえしたりして対応をしてき
た。池の水漏れ場所が限定できないため、完全
防水するには多額の費用（約100万円程度）が必
要となる。もともとコンクリートで仕切られた箱池で
あり、自然の水の流入・排出がないため、自然環
境を生かした生物の住みかではない。施設の利
用者のことを考えると、池を取り壊し、埋め立てて
駐車場の拡大を図るべきだと考えるが、修理以上
に費用（約200万円程度）がかかる。施設も老朽
化しており、現在の財政状況を考えると、どちらの
方法も選択しがたく、将来に向けて検討中であ
る。

16 市営グラウンドの
使用者について

市営グラウンドの利用者の素行が悪いので取り締ま
れないか。
こどもとキャッチボールをしていたら出て行くように言
われた。

その他 都市計画課、指定管理者（都市施設管理協会）
に連絡し、対処済。※管理元は、都市計画課。

17 保健センターの目
印について

西尾市に引っ越してきて、1年半が経ちます。保健
センターをたびたび利用させていただいています
が、保健センター正面玄関側の道路は、たくさんの
施設が多くあるにもかかわらず、保健センターだけ
は、道路側に看板がないし、駐車場も奥なのでとて
もわかりにくいです。何度行っても、右からも、左から
も分かりにくいので、できましたら、看板の設置をし
ていただけるとありがたいです。ご検討よろしくお願
いします。

この度は、貴重なご意見をいただきありがとうご
ざいました。　保健センターを利用される際に、
場所が分かりづらく、ご不便をおかけしたとのこ
とで、申し訳ありませんでした。ご要望いただき
ました保健センターの看板設置についてです
が、現在の第２駐車場に平成２２年７月開設予
定の休日診療所建設に合わせて、正面（東）道
路側の保健センター敷地の進入口付近に、看
板設置の検討をしてまいりますので、よろしくお
願いいたします。また、お気づきの点などありま
したら、ご意見くださいますようお願いします。

実施予定 現在の第２駐車場に平成22年７月開設予定の休
日診療所建設に合わせて、正面（東）道路側の保
健センター敷地の進入口付近に、看板設置の検
討をしていく。平成22年3月実施予定
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対応結果 具体的内容
進捗調査

NO. 項目名 市　か　ら　の　回　答
(※記載がないものは匿名のため回答しなかった案件）

市民の意見・質問等（一部要約）

18 市民の声につい
て

市民の声を無記名にし、投書しやすいようにすべ
き。
無記名の場合、市の回答が分からない。

その他 無記名のものも記名されたものと同様に貴重な意
見として活用していますので無記名に対して回答
しないことが投書を妨げているとは考えていませ
ん。
また、投書に対し市が回答する際、本人に直接事
情を聞く必要がある場合や、中にはその内容に
ついて信憑性が定かでないと思われるなどの場
合もあるため、回答を希望される場合は、手紙・
メールを問わず、原則として住所やお名前の記入
をお願いし、市といたしましても責任を持って回答
したいと考えていますので、受付裏ボード等掲示
板への回答は、現時点では考えておりません。

19 市民の声につい
て

回答が必要な場合は電話番号、住所の記入が必要
とあります。また、匿名の場合は回答できませんとの
ことですがなぜでしょうか。アドレス記入を求めてい
ますし、原則はメールで回答のはずですので電話
や住所は不要ではないでしょうか。匿名であっても
回答はされるべきではないでしょうか。お返事をお待
ちしております。

「市民の声」に対する回答につきましては、お寄
せいただいたご意見ご要望について事実関係
等の実状を確認した上で検討し、回答させてい
ただいております。この際、できるだけ迅速に的
確な回答をさせていただくためにご意見をいた
だいた方と連絡を取らせていただき、事情をお
聞きする必要がある場合がございますので、原
則としてお名前や電話番号等のご記入をお願
いしております。ご理解いただきますようお願い
いたします。

実施不可 投書に対し市が回答する際、本人に直接事情を
聞く必要がある場合や、中にはその内容につい
て信憑性が定かでないと思われるなどの場合もあ
るため、回答を希望される場合は、手紙・メールを
問わず、原則として住所やお名前の記入をお願
いし、市といたしましても責任を持って回答したい
と考えています。

20 市民の声につい
て

（№１９）でお答えいただいた市民の声の内容にわか
りづらい部分がありましたのでご回答いただきたく再
度メールさせていただきます。
①記入が不完全または匿名の場合などは、原則とし
て回答できませんとありますが、回答できない理由を
お答えください。（偽名やニックネームでも記入があ
ればかまいませんか）②回答は原則メールとのこと
ですので、メールアドレスは必須項目かと思います。
案件によって直接連絡をとりたい場合はまずメール
で連絡先を尋ねるのではいけませんか。出来るだけ
迅速に的確な返事をとのご回答ですが、わざわざ原
則メールと記載があるのに突然の電話や訪問はどう
かとも思います。

市民の声としていただいたご意見ご要望につき
ましては、回答するにあたり直接ご本人と連絡を
取り早急に対処しなければならない場合や、中
にはその内容について信憑性が定かでないと
思われるなどの場合もあるため、回答を希望さ
れる場合は、手紙・メールを問わず、原則として
住所やお名前の記入をお願いし、市といたしま
しても責任を持って回答したいと考えているとこ
ろでありますので、ご理解いただきますようお願
いいたします。

実施不可 投書に対し市が回答する際、本人に直接事情を
聞く必要がある場合や、中にはその内容につい
て信憑性が定かでないと思われるなどの場合もあ
るため、回答を希望される場合は、手紙・メールを
問わず、原則として住所やお名前の記入をお願
いし、市といたしましても責任を持って回答したい
と考えています。
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対応結果 具体的内容
進捗調査

NO. 項目名 市　か　ら　の　回　答
(※記載がないものは匿名のため回答しなかった案件）

市民の意見・質問等（一部要約）

21 自立支援（更生医
療）更新手続きに
ついて

自立支援の更新時に必要なものの一つとして、障害
年金受給者は年金が振り込まれている通帳の写し
（市役所さんでコピーされるといっておられました）と
年金振込通知書が必要と言われました。説明をうけ
た時は納得したわけですが、よくよく考えると通帳の
中身は年金だけの入出金であれば問題ないです
が、それ以外の入金及び出金がある場合、状況が
すべてわかってしまいます。それをコピーされるのは
個人情報の観点からもいかがなものかと思います。
それらを確認する項目として、年金確定金額通知書
だけではだめなのか、一度検討ください。また通帳
を確認される必要があるならばコピーを取らずに、
本人、役所が合意できる書類などで対応できないの
か検討してほしいと思います。

自立支援医療受給者証（更生医療）の更新時
には、自己負担上限額の判定のために、前年
中（1月～12月）の非課税年金等の収入額が明
らかになる書類の提出をお願いしております。
年金振込通知書の写しや、年金額の確定通知
書等により、前年中の年金等収入額のすべてが
確認できれば、通帳の写しは提出していただく
必要はありませんが、一部確認出来ない期間が
ある場合や、通帳以外で年金等収入額が確認
できない場合は、通帳の写しを提出していただ
いております。市といたしましては、提出いただ
いた通帳の写しは個人情報として厳重に管理
し、他の目的に使用することはありませんが、通
帳の写しを提出していただくことが困難な場合
は、頂戴しましたご意見のように、窓口での通帳
提示による確認時に確認書類を作成する等、別
の対応を検討したいと考えておりますので、よろ
しくお願いいたします。

実施済み 通帳の写しの提出が困難な方につきましては、別
で用意した紙に、通帳上の金額を転記していた
だくよう、事務手続きを変更しました。
※変更後の該当事例はありません。

22 善明市民運動広
場駐車場の管理
について

こちらの駐車場（野球場レフト後方の駐車場）につい
てですが、平日昼間はダンプカーに占拠され、曜日
を問わず深夜には奇声をあげる人が出たり、何かを
壊すような大きな破壊音がしたりという状況が続いて
いることをご存じでしょうか（今週末には警察を呼び
ました）。また、駐車場内にはゴミが散乱しており、
ちゃんと管理されているのか疑問を持ちます。教育
委員会の管理施設のようですが、現在の管理状態
は教育上好ましくない状況ではないでしょうか。周辺
には複数の住宅があります。（特に夜間の）このよう
な状況を放置されるのは、治安上好ましいものでは
ありません。この先、何度も警察を呼ぶ羽目になりそ
うでもあります。利用予約者だけが使えるような施錠
できる門のようなもので出入りを管理したり、常時管
理しきれないのでしたら完全閉鎖等の対策を講じて
はいただけないでしょうか。
　善明市民運動広場については、大きい方の駐車
場には柵がついており、当初は夜間の施錠が行わ
れていましたが、現在はなされておりません。こちら
についても、もう少ししっかりした管理をお願いしま
す。

早速、現場確認をしましたが、野球場レフト後方
の駐車場には、ご意見のようなダンプカーの駐
車は確認できませんでした。念のため当面は、
違法駐車防止のトラロープを張り（施錠はしませ
ん）、グラウンド利用者以外は駐車禁止の看板
を立てていきたいと思いますので、よろしくお願
いします。
　また、正面の駐車場は以前入り口に鎖を張っ
て時間外の出入りを規制していましたが、何度
も鎖を切って入場されるようになり、鎖を張る
ポールもなぎ倒されるなどされたため、現在は
開放した状態になっております。今後は治安維
持のため、警察に見廻り強化を依頼するなどの
対応をしてまいりますので、ご理解をお願いしま
す。

実施済み 5月の連休明け後、直ちに車止めの柵を設置する
とともに、警察への巡廻依頼をした。
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対応結果 具体的内容
進捗調査

NO. 項目名 市　か　ら　の　回　答
(※記載がないものは匿名のため回答しなかった案件）

市民の意見・質問等（一部要約）

23 鶴城ふれあいセ
ンターの駐車場
ついて

駐車場が出入り自由のため若者が集まり、パトカー
も何回も来ている。空ぶかしなど、深夜にされて寝ら
れない。チェーンなどで対策をお願いします。

その他 近隣住民及び利用者並びに運営委員に事実確
認をした結果、閉鎖にはデメリット（幼稚園の送迎
等による駐車場不足など）が多いため、当面は警
察や青色パトロールの巡視強化により対応。今
後、問題が生じるようであれば駐車場閉鎖も検討
していく。

24 右折信号につい
て

通勤道路に危険箇所があるので、信号に右折の矢
印をつけるかどうかを検討してほしい。

その他 交通規制等については、様々な考え方があり、
個々の意見にそのまま対応することは困難です。
地域生活に影響するため、地元の了解に基づ
き、町内会から出された要望について、設置管理
者である警察署に提出しています。

25 図書館について 図書館の貸し出し場所が１階だけでなく、２階にもほ
しい。

実施不可 ２階のレファレンスコーナーの充実と館内の貸出・
返却が一度にできる等、利用者の利便をはかり検
討した結果であり、しばらくは現状を維持していく
予定です。

26 図書館について 図書館に蒲郡市、豊田市にあるような英語多読コー
ナーを設けてほしい。

実施不可 当館２階に洋書コーナーが有りますのでこのコー
ナーをご利用いただきたくお願いいたします。ま
た、ご意見のとおり時間はかかりますが、他館から
の相互貸借での活用をしていきたく、ご理解をお
願いします。

27 図書館の本の並
べ方について

１階の本の並び方を変えたようだが、分かりづらいの
で戻してほしい。

実施不可 12月に1階の本の並べ方がほぼ完了しました。こ
れは「サイン等を活用して、探しやすい工夫をし
てほしい」との市民及び協議会委員よりの意見で
実施しました。「探しやすい・見やすくなった」との
声もあり、しばらくは現状を維持していく予定です
ので、ご理解をお願いします。

28 学校備品の処分
について

図書室の古いカード入れの大きな引き出しを『ただ』
でもらった人がいるらしいが、不公平ではないか。返
してもらった上で、オークション等で売却し、そのお
金を子どものために役立ててほしい。

実施済み 校舎改築に伴い廃棄となった図書館の本棚につ
いては、処分費用が掛かるため、当該校において
希望者へ処分しました。
ご指摘のように、学校備品を一部の人に処分する
のは好ましくないため、当事者より返却していただ
きました。
今後、学校備品の処分については、リサイクル、
公売等による方法で実施してまいります。
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対応結果 具体的内容
進捗調査

NO. 項目名 市　か　ら　の　回　答
(※記載がないものは匿名のため回答しなかった案件）

市民の意見・質問等（一部要約）

29 学校備品の処分
について

とても高価な引き出しを学校からタダでもらった人が
いるという話を耳にした。お金を出しても欲しい人が
いるらしいのに、タダで譲るのは納得がいかない。返
してもらった上で、オークション等で売却し、そのお
金を子どものために役立ててほしい。

実施済み 校舎改築に伴い廃棄となった図書館の本棚につ
いては、処分費用が掛かるため、当該校において
希望者へ処分しました。
ご指摘のように、学校備品を一部の人に処分する
のは好ましくないため、当事者より返却していただ
きました。
今後、学校備品の処分については、リサイクル、
公売等による方法で実施してまいります。

30 インフルエンザの
予防接種につい
て

母子家庭で生活が苦しくインフルエンザの予防接種
を受ける金銭的な余裕がない。学校などでの集団
接種とするかインフルエンザ予防接種を安価に受け
られるようにしてほしい。

未検討

31 くるりんバスにつ
いて

くるりんバスが駅の周辺ばかりを走っているので改善
してほしい。
中野郷住宅、八ツ面住宅、中原住宅、下町住宅で
は、老人がタクシーを使い病院や買い物に行ってい
る。

実施済み
／

実施不可

平成21年7月25日より、路線を拡大してより広い
地域を運行しています。しかし意見にある地域
は、既存の路線バスが運行しているためコースに
含めていません。コミュニティバスですべてをカ
バーするのではなく、地域で最寄の交通機関を
利用していただくことを前提に考えています。

32 くるりんバスにつ
いて

米津町にもくるりんバスが来るようにしてほしい。 実施済み 平成18年12月の運行開始以来、米津町も含めて
運行していない地域から多くの要望が寄せられま
した。これらを参考に地域公共交通会議で協議を
重ね、平成21年7月25日より路線を拡大し、米津
地区へは、市街地線を延長して運行しています。

33 くるりんバスにつ
いて

くるりんバスの乗車定員を上げてほしい。
回数券を発行してほしい。

実施済み
／

検討中

市街地線は、暫定的に小型の車両を使用してい
ましたが、現在は車両を入れ替え座席も増えてい
ます。回数券については、利用促進の一環として
検討しています。

-
 
1
9
 
-



対応結果 具体的内容
進捗調査

NO. 項目名 市　か　ら　の　回　答
(※記載がないものは匿名のため回答しなかった案件）

市民の意見・質問等（一部要約）

34 くるりんバスにつ
いて

くるりんバスの本数及び経路を増やしてほしいで
す。お願いします。今は回るところが少ないですよ。
もっと何とかしてください。中原インターの総合体育
館まであると便利です。名鉄バスだけでは不便で
す。体の不自由な人のためにお願いします。

六万石くるりんバスは、地域公共交通会議での
協議を経て、今年７月２５日より東部地区（三和・
室場方面）、西部地区（福地・平坂方面）へ路線
を新設し、従来の市街地線を米津駅まで拡大し
て、より広い地域を運行しています。また、運行
時間や便数につきましても、これまでの利用状
況等を考慮して８時から１７時まで毎時１便とし
ています。　しかしながら、道路状況や所要時間
等の問題から、あらゆる地域をカバーすることは
困難です。中原町周辺につきましては、市営住
宅の付近や総合体育館前に既存の路線バスの
停留所がありますので、六万石くるりんバスの路
線には含めていません。　コミュニティバス（六万
石くるりんバス）は、路線バスやタクシーなどと同
じく公共交通の一環ですので、地域で最寄りの
交通機関を活用していただきますようお願いし
ます。なお、今後も利用状況等をみながら、停
留所や路線の見直しなどについて、地域公共
交通会議で検討していく予定です。

その他 当初の回答どおりですが、基本的に既存路線と
の競合をできるだけ避けるため、重複して運行す
ることは考えていません。今後、路線バスの廃止・
縮小などが生じる場合は、コミュニティバスも含め
て対応を検討します。

35 同報無線につい
て

窓をあけたのにも関わらず、同報無線が聞き取れな
かった。同報無線の内容をネットで配信してほしい。

その他 フリーダイヤルで放送内容が聞けるサービスを実
施している。

36 小中学校休校の
連絡について

今回の台風に関する市及び学校の対応について、
昨晩のニュースで、「県内の小中学校は8日休校で
す。」と報じられらがその連絡メールは無く、市と学
校のホームページでも確認できなかった。また、今
朝９時３９分に警報が解除されたが、２時間後に出
校させるため、強風の中買い物に行き停電中でもで
きる弁当の準備をしていたらようやく学校からメール
で「暴風警報解除に関わらず、本日休校」と有りまし
た。連絡が無いよりあって助かったが、この、決定が
当初より決まっていたなら、他市（岡崎市や安城市）
のように7日の内に連絡があればどれほど助かった
でしょう。他市に出来る決断をどうして我が西尾市に
出来なかったのか、残念さと不満で一杯です。

検討中 台風接近時等の休校については、始業時刻２時
間前までに暴風雨警報が解除された場合は、平
常どおり授業を行うこととなっています。また、午
前11時以降に警報が継続されている場合は、授
業を行わない事としています。各校においては、
この通知をもとに児童生徒を通じて、事前に文書
等でお知らせしています。
ご質問の登校時刻及び給食の実施有無の連絡
については、各学校より地区連絡網及びメール配
信により、保護者の皆様に周知できるよう検討し
てまいります。

-
 
2
0
 
-
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第３部 苦情申立の処理事例 

１ 苦情申立人に結果通知したもの ································· ５件 

（１）評価を行ったもの       ５件 

① 住宅改修費給付申請について 

② 保育料の徴収基準について 

③ 個人情報の漏洩について 

④ 介護保険の算定について 

⑤ 福祉課職員の対応について 

 （２）調査中止・打ち切ったもの   ０件 

 （３）管轄外となったもの      ０件 

  

２ 調査継続中のもの ············································· １件 

 ・ 市民の声の回答について 

 

３ 取下げ及び相談のみのもの（担当課から回答）···················· ５件 

（１）取り下げ 

  ・ 保育園の入園について 

  ・ 市民の声の回答について 

（２）相談のみ 

  ・ 固定資産税について 

  ・ 下水道負担金について 

  ・ 行政に対する苦情について 

 

４ その他のもの（匿名で内容報告のみ） ··························· ２件 

 ・ 市民の声の回答について 

 ・ セットバックについて 
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○ 苦情申立人に結果通知したもの（評価を行ったもの） 

 ① 住宅改修費給付申請について 

担 当 課 長寿課 

申立の趣旨 平成20年○月○日に「住宅改修費給付申請」について相談のため、福祉課へ

来庁。長寿課へ案内され、長寿課職員から「介護認定を受けてください」と言

われた。その後、自宅へ長寿課から派遣された担当調査員が見え、身体、知能

等の検査を受け、後日、「要支援1」の認定通知を受けた。申立人はその一連の

手続きが「住宅改修給付申請」のためのものと思い、その後、自宅風呂場をバ

リアフリー化する工事を実施した。工事後、長寿課へ当該申請を行ったとこ

ろ、長寿課職員から「工事を行う前に事前申請が必要であるため、申請は受け

られない」と言われた。 

第１に、工事の前に申請が必要であることは、そのとき初めて知ったことで

あり、そのような説明は当初職員からはなかった。はじめからそう言ってもら

えれば、工事前に申請していた。職員の説明不足によるものであり、申請でき

ないことは納得できないため、当該申請を行いたい。 

第２に、このような説明では今後同じケースで申請できない人も出てくるか

もしれないので、申請者が間違えないような対応をしてほしい。 

調査の結果 本委員会は、申立人から面談を受け、また長寿課から事情説明を受け、次の

諸点を確認しました。 

１ 長寿課職員の話によると、平成20年○月○日に申立人が「住宅改修費給付

申請」について長寿課に相談した際、担当職員は①工事の前に事前申請が必

要であること、②そのためにはケアマネージャーに「住宅改修が必要な理由

書」を作成してもらわないといけないことを伝えました。その際にケアマネ

ージャーの連絡先が記載された「包括支援センターの案内チラシ」を配付し

ていますが住宅改修費給付申請のチラシを配付したかどうかは定かではない

とのことです。 

２ 介護保険法施行規則第94条第1号から第4号には、当該申請は工事前の事前

申請が義務付けられています。また、規則第94条第2項には「やむをえない場

合については一部申請書を工事後に申請ができる」旨の規定があります。 

３ 長寿課としては、今回の件を踏まえ相談者に要点を絞って伝えるというこ

との必要性を再認識したところであり、これ以降窓口で説明する際には、

「事前申請が必要なこと」「理由書の作成を誰に依頼するか」の２点を強調

して説明するよう心がけています。また、言葉の説明だけでは誤解を生むこ

ともあるので、チラシに目立つように「事前申請が必要です」「事前申請が

ない場合は住宅改修費の支給を受けられません」の文言を入れました。同時

に、包括支援センター一覧表を渡すときには、「ここに連絡してください」

と電話番号をマルで囲むようにしています。 

評 価 決 定 本委員会は、次のとおり評価します。 

１ 申立人が長寿課職員から事前申請の必要性を聞いていたかどうかについて

は、証明するものが残っておらず、確認できませんでした。ただし、申立人

にとっては初めて利用する制度であり、一度の説明で内容を理解することが

難しいことは容易に理解できます。仮に担当職員が伝えたということが事実

であったとしても、申立人が聞いていないと認識している以上、それは申立

人に伝わっていないことから、説明方法に問題があったと思われます。担当

職員は制度を熟知し、日常的に市民に説明する機会が多い中で、初めて窓口

に見えた市民には特に懇切丁寧に分かりやすく説明することが求められま

す。本案件では、事前申請が必要であるという最も基本的なことを、例えば

申請書を申立人とともに確認しながら説明するなどの工夫が必要であったと

思われます。 
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２ 現時点で申請が可能かどうかについては、規則第94条第2項にある「やむを

えない場合については一部申請書を工事後に申請ができる」旨の規定に基づ

き、「やむをえない場合」に本案件が該当するか否かということになりま

す。この点については、厚生省老人保健福祉局企画課長通知第42号2（3）に

「やむをえない場合」の例として、『事前申請制度が定着するまでの当分の

間、事前に申請がなかった住宅改修についても当分の間、「やむをえない事

情がある場合」として、経過的に保険者の判断で運用することは差し支えな

い』としております。「事前申請制度が定着するまでの当分の間」というも

のが、本案件の起きた平成20年度について該当するかどうか、ということで

すが、長寿課の調査によると、本件事案のように平成20年度まで「当分の

間」を適用して例外的に申請受付をしているという近隣自治体は、平成21年4

月現在ではありませんでした。また、例外的に工事後における申請を受理す

るという対応をしている自治体でも、「本人が住宅改修の情報にまったく触

れることができなかったと認められる場合」などに限られています。 

本案件の場合、１で記したような問題があったとはいえ、担当職員から申

立人には「ケアマネージャーへ連絡をすること」と説明がされており、この

点については申立人及び担当職員双方が認めていますので、本申立てによる

事前申請が例外的に認められることは難しいと考えざるを得ません。 

３ 今後の再発防止策としては「調査の結果 ３」で記述したとおり、長寿課と

して反省し、すでに対策を講じていることは評価できます。今後こうした問

題が起こらないよう長寿課に対して、市民に分かりやすい説明を行うように

伝えました。 

 

② 保育料の徴収基準について 

担 当 課 子ども課 

申立の趣旨 平成20年○月頃に子ども課で、保育料の算出基礎から夫分を除外してほしい

旨を伝えたが、担当者から「離婚が成立しないかぎり、夫婦の所得税を合算し

て算定する」と断られた。納得がいかず、その後、電話や窓口で何度も（10回

以上）確認をしたが、返答は変わらなかった。平成20年○月には、市担当者よ

り離婚に関する調停関係書類のコピーを求められたため提出した。平成20年○

月には、上の子の就学支援の相談をした教育委員会の担当者から勧められ、再

度子ども課で確認するも、同じ担当者に断られた。その後、○○町への転出が

決まり、平成21年○月に、転出先の○○町役場で相談したところ、○○町では

「夫と籍を抜かなくても自分だけの収入で算定してもらえる」とのことだっ

た。不審に思い、平成21年○月に西尾市子ども課で再度確認したところ、「①相

談を受けた職員は保育事務の担当ではないので、調停関係書類等で確認できれ

ば、保育料の算出基礎から夫分を除外できることを知らなかった。②平成21年

○月分の保育料についても、すでにシステム処理済の為、遡って変更できない

ので、○月分も合算した額で徴収する。」という返答だった。 

市役所の間違いであるにもかかわらず、謝罪後の徴収である○月分まで減額

されていないこと、市のまちがいに合わせなければいけないことはおかしい。

市役所内での連携ミス、担当者の知識不足を認め、本来はどのような手続きが

正しかったのかを示し、遡れるものなら遡って適正な処理をしてほしい。 

調査の結果 本委員会は子ども課から事情説明を受け、次の諸点を確認しました。 

１ 申立人の相談内容は「児童扶養手当受給に係る相談」と「保育料に係る相

談」の２種類あり、児童扶養手当はこども福祉担当、保育料は保育担当がそ

れぞれ対応していた。 

平成20年○月に申立人が児童扶養手当受給にかかる相談に子ども課へ来庁

されたため、こども福祉担当が対応した。その際に「児童扶養手当の支給要
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件には離婚が成立していることが前提であるが、支給要件である「遺棄」と

して取り扱う場合、アパート・光熱水費の名義及び支払いを本人に変更する

必要がある」旨、説明した。その後、申立人は数回子ども課へ来庁された

が、児童扶養手当の支給要件は満たせていなかったため、支給はできない旨

説明した。 

平成20年○月に申立人が保育園に係る相談のため来庁され、保育担当が対

応した。聞き取りにて離婚の意思が確認できたため、特例として、離婚が成

立しなくても、別居中で離婚の意思と行動の確認のとれる書類により、婚姻

関係が解消されたことと同じ状態であると仮定して、保育料再算定が可能で

ある旨説明し、離婚調停中であることが分かる証明書を提出するように申立

人に伝えた。 

平成20年○月頃に、申立人が児童扶養手当受給に係る相談のため来庁し、

こども福祉担当が対応した。申立人が複数の調停関係書類を持参されたた

め、こども福祉担当が受領した。県に確認したところ提出書類では児童扶養

手当の支給要件である「遺棄」と認められないので、離婚が成立しなければ

児童扶養手当は支給できない旨、説明した。 

平成21年○月上旬に保育園に係る相談のため申立人が来庁され、保育担当

が対応。申立人は「転出先の○○町では離婚前の状態でもひとり親世帯とし

て保育料を算定できたのに、なぜ西尾市ではできなかったのか」と主張。市

町村によって、特例として離婚成立前の状態での「離婚」を想定しているた

め、西尾市と○○町では運用の差異があることを説明した。 

平成21年○月下旬に申立人より保育園に係る相談について電話があり、保

育担当が対応した。その際に申立人はこれまでの市の対応に納得のいかない

ことを主張。その中で、保育担当が依頼した離婚の意思と行動の確認のとれ

る書類について尋ねると、申立人は提出済みであると回答された。保育担当

がこども福祉担当に確認したところ、児童扶養手当の関係で書類が提出され

たことが分かった。子ども課内での連携不足を認め、謝罪すると同時に、個

人情報に関する取り扱いであるため理解を求めた。申立人の提出済みの書類

をもって、ひとり親世帯として判定できるかどうか即答できないが、仮に判

定できるとしても来月からの保育料変更になるため、今月で卒園される申立

人には間に合わないことを説明した。 

２ 保育料は入園児童の保護者の所得税等により算定され、保護者が、ひとり

親の場合は、ひとり親または同居の祖父母の所得税等により算定される（西

尾市保育所保育料及び利用料徴収規則）。ひとり親とは、婚姻関係が解消され

た場合が原則だが、現に別居中であり様々な事情により離婚したくても婚姻

関係が解消できない育児家庭については、特例を設けている。子ども課では

平成17年10月に「保育料算定におけるひとり親家庭の減免について」の内規

を作成した。これによると、離婚調停中の別居である場合、すなわち「親権

を争っておらず、調停中であることを証明する資料が提出でき、互いに金銭

の授受がない場合」はひとり親家庭として認める旨、規定している。 

３ 子ども課は、今回の申立人に対する対応について、稀なケースであったた

め、運用についての明確な基準が職員間に徹底しておらず、十分な説明がで

きなかったことを認めている。今後の防止策について、保育料におけるひと

り親世帯の認定条件を婚姻関係の解消（＝離婚）だけにすることは、現在の

ような様々な育児家庭の事情がある中で現実的ではないため、これまでと同

様に、特例条件を設定することで、多様な育児家庭のスタイルに合わせた適

切な保育料算定を行うことが必要と考えている。また、公平性を期すために

も、保護者からの相談の際には、婚姻関係が絡むこうした複雑な場合では特

に、複数の職員で対応したり、相談状況を記録したりすることで、保護者の

言い分や市の説明が後日においても確認できるような体制を検討したい、と
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している。 

評 価 決 定 本委員会は、次のとおり評価します。 

１ 申立人が保育料の算定に関し「調査の結果 ２」に定める特例に該当するか

どうかということですが、申立人が平成20年○月にこども福祉担当へ提出し

た調停関係書類をもって離婚調停中であることは、弁護士等の専門家であれ

ば容易に理解できます。裁判手続に精通していない市役所職員では判断する

ことが難しいとも思われますが、市役所には顧問弁護士がいるため、確認す

ることは容易にできたと思われます。 

また、子ども課保育担当が平成21年○月に初めて調停関係書類を確認した

ことについては、個人情報の取り扱いに十分配慮した上で、こども福祉担当

と保育担当の連携が必要であったと思われます。 

以上のことから、子ども課は調停関係書類が確認できた平成20年○月時点

を基準に遡って保育料の徴収分を申立人に返還するべきと考えます。ただ

し、内規では「互いに金銭の授受がない場合」と定められており、平成20年

○月末時点で、申立人はアパートの家賃を夫の両親が負担していることを申

し出ているため、その後の金銭授受がないかどうかを確認した上のものとし

ます。 

２ 今後の再発防止策としては「調査の結果 ３」で記述したとおり、子ども課

として反省し、すでに対策を検討していることは評価できます。本案件では

申立人が複雑な家庭事情から市役所に手助けを求めたことが発端であり、そ

の心情を少しでも理解し、申立人の立場に立って分かりやすく丁寧に対応す

ることが求められる事案であったと思われます。市役所では膨大な事務作業

を的確かつ効率的に行うために、各担当制を敷いて業務を分担していること

は理解できますが、本案件のように複雑な事案が絡む案件では特に、担当の

枠を超えて包括的なフォローができるようにする必要があると思われます。

子ども課に対して、今後こうした問題が起こらないように、市民の立場に立

った対応を行い、必要に応じて担当間で連携が取れるような体制づくりを検

討するように伝えました。 

 

③ 個人情報の漏洩について 

担 当 課 税務課 

申立の趣旨 平成21年○月○日、申立人が所有する土地の隣地所有者である○○氏から申

立人に連絡があり「申立人が市役所税務課に土地に関する相談をしたために、

土地の固定資産税課税額が上がってしまった。」と言われた。申立人は過去に

○○氏に対し、税務課へ相談したことを話していないため、税務課職員が○○

氏に「申立人が相談をしたことにより課税額が上がった」旨、または申立人と

特定できるような情報を伝えたことにより、○○氏がこのような連絡をしてき

たと考え、再度税務課職員に尋ねたところ、「（○○氏に土地課税額が上がっ

たことを説明する際に、申立人の土地と）一体利用の土地である為、やむを得

ず（申立人のことを）話した」と言われたが、この説明には納得できない。税

務課職員により個人情報が漏洩されたことは問題である。 

さらに、今回の土地課税額が上がった根拠として、税務課で「平成21年度評

価替土地評価事務取扱要領」を見せてもらった。しかし、評価額算定の算式に

ついて、補正数値が小数点第２位で切り捨てられることが、取扱要領には明文

化されておらず問題である。以上のことを踏まえ、下記の点について要求す

る。 

第１に、○○氏と税務課間でのやりとりの事実関係を調査し、個人情報漏洩

の事実の有無を確認すること。（○○氏には事実関係の調査を依頼する件は伝

えてある。） 
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第２に、高圧線下補正を小数点第２位までを採用する根拠を明示すること。 

第３に、税務課に、これ以上他市民へ私が相談したことにより課税見直しが

行われた事実を伝えないよう要請すること。 

第４に、個人情報の漏洩が事実であった場合は任命責任者である市長の謝罪

を求める。 

調査の結果 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 税務課職員の話によると、『平成20年の年末に、申立人が市役所税務課に

来庁。申立人所有の○○町の土地の鉄塔に関する評価の問い合わせがあっ

た。当該地の評価を確認したところ、「奥行計測」及び「高圧線下補正」の計

算誤りが発覚したため、申立人に「評価の誤りが発覚した以上、次年度より

正しい評価に直します。」と伝え、平成21年度評価を修正した。この土地は申

立人と○○氏の２世帯で所有しており、同じ利用形態として同一画地のた

め、同時に○○氏所有分に対する評価額も変更した。平成21年○月、○○氏

が市役所税務課に来庁。「なぜ土地の評価が上がったのか。」との質問に対し、

「３年に一度の評価替えの時期なので調査をしたところ、計算方法が誤って

いたことが判明した。」と回答し、申立人の名前は出していない。』とのこと

でした。 

申立人の要望事項にあったため、西尾市行政評価委員会事務局が○○氏に

対し、税務課からどのような説明があったのか、確認をしました。○○氏は

『市役所職員が「申立人に相談されて調査をしたことで課税額があがった」

と言った。』とのことでした。さらに事務局は念のために『それは、○○さ

んが推測されたことで、税務課職員は申立人の個人名は出さなかったのでは

ないですか。』と確認したところ、○○さんは「私の憶測ではない」と否定

されました。その後、再度税務課職員から事情聴取をした際に、事務局が○

○氏に事実確認をした旨を伝えると、税務課職員からは○○氏への説明の補

足として『○○氏には「当該地の評価見直しの依頼があり、見直したところ

誤りが発覚したため訂正しました」と回答した。○○氏から「誰から依頼が

あったのか」と聞かれ、「（個人名は個人情報に当たるので）それは言えま

せん。」と回答した。その際に○○氏が「また（申立人名）さんでしょ。ひ

とこと言わにゃいかんな。」と言っていた。』ということが追加されました。 

２ 高圧線下補正については、税務課から「高圧線下補正は各市町村長の判断

により、補正率及び補正方法等の要領を定めることになっている。平成８年

度までは0.9で補正計算がされていたが、平成９年度に西三河８市で協議し、

0.96に基準を改正した。しかし、一部区域においてこの変更がなされないま

ま0.9で補正されており、この度、申立人の相談により発覚したため、平成21

年度より正しい形に修正した」との説明を受けました。 

  この件について、さらに税務課からは『申立人に「西尾市固定資産事務取

扱要領」の高圧線下補正部分を見てもらい、小数点第２位までの採用の理由

を「基準改正によるものであること、及び西尾市の所要の補正はすべて小数

点第２位まで採用しており、高圧線下補正のみ小数点第１位までとすること

は不合理である」旨、また西三河６市町村も同様の取扱をしている旨、説明

した。ただし、高圧線下補正に限らず、各補正数値を小数点第２位まで採用

することに関して、明文化したものは存在せず、総務省が提示する「固定資

産評価事務取扱要領」にもその旨の記述はなく、部署内での内規も定めてい

ない。ただ近隣市町村も同様の扱いをしており、均衡を取っている』との説

明がありました。 

３ 税務課では、今回のケースが極めてデリケートな内容であり、個人情報の

取扱に細心の注意を払う必要があった案件であると認めています。本案件で

は、個人名を直接的に出さなくとも、類推できるような説明を避けるよう注



- 27 - 

意する必要があったと反省しています。再発防止策として、評価変更の説明

の際に、過去の経緯などを十分調査した上で、慎重に説明していくこととし

ています。また、高圧線下補正の根拠についても、来年度より「固定資産取

扱事務要領」に所要の補正に関する小数点の記述を加筆したいとしていま

す。 

評 価 決 定 本委員会は、次のとおり評価します。 

１ 申立人が問題としている個人情報の漏洩については、その事実を確認する

ことができませんでした。税務課職員が申立人からの相談依頼を発端とし

て、土地課税額が上がったことを第三者である○○氏にどのように伝えたか

ということについても、双方からの聞取り内容に食い違いがありました。し

かし、仮に税務課職員が○○氏への説明の際に、申立人の名前を出していな

かったとしても、○○氏が「申立人が課税額変更の発端である」と確信して

いる以上、そのように思わせるような説明・対応があったものと考えざるを

得ません。この点については、税務課職員の説明方法に不備があったと考え

られるため、例えば「全市的に見直しをかけたところ、評価誤りが発覚し

た」と説明するなど、個人を特定するような発言はもちろん、そうしたこと

を類推できるような説明をしないようにするべきでした。 

２ 高圧線下補正数値の小数点第２位以下とする根拠については、「調査の結果

２」で示したとおりであり、明文化したものはないということでした。この

点についても、本委員会としては疑念を抱かざるを得ません。行政の役割の

一つとして、市民に義務を課すことがありますが、とりわけ賦課行為はその

代表的なものであります。そのため、行政は常に公平・公正の立場で業務に

専念する必要があります。そうした中で、賦課に関する根拠がないことは問

題であり、市民への説明責任も果たされていないことになります。そのた

め、法令等に規定しておらず、市長の判断に委ねられているのであれば、そ

の取扱いにつき、別途内規等に定めておくべきであったと考えます。 

３ 税務課は「調査の結果３」のとおり、本案件に対し反省している点につい

ては一定の評価ができます。しかしながら、再発防止策については不十分で

あると言わざるを得ず、今後同じようなことがないようにするためには、「調

査の結果３」の内容に加え、応対マニュアルの整備を実施し、ロールプレイ

ング形式による市民対応模擬訓練の実施など実効を担保する方法につき検討

していただきたい。 

４ 本件に端を発し、税務課は今後全市的に土地の評価見直しをしていく予定

とのことですが、聞取り調査に際し、これまでの税徴収の過不足分について

の反省の弁は無く、また、市全体の税徴収の公平性・信頼性を揺るがす非常

に重大な事件であることの自覚に乏しいとの印象を受けました。本案件の発

端は、突き詰めると評価誤りという行政側の怠慢によるものであることを深

く認識し、今後も市民の視点に立った行政運営が行われるように税務課へ申

し入れしました。 

 

④ 介護保険の算定について 

担 当 課 長寿課 

申立の趣旨 １ 介護保険料の算定は段階制となっており、同じ保険料段階でも収入や所得

に開きがあり不公平である。これは憲法に定める「法の下に平等」原則や介

護保険法に定める「公平に負担」という趣旨に反する。 

２ 算定の段階で、市民税課税者の場合は合計所得金額から保険料段階を算定

するのに対し、市民税非課税者は課税年金収入額と合計所得金額の合計から

算定するが、課税年金収入額は合計所得金額と異なり、社会保険料控除等が

なされないため不公平である。 
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３ 「課税」年金収入額という名称を使用するからには、市民税の課税算定

と同様に社会保険料等の控除がされるべきである。 

調査の結果 本委員会は、長寿課から下記のとおり事情説明を受けました。 

１ 申立人の介護保険料とその算定根拠について 

申立人の介護保険料は西尾市介護保険条例第3条第1項第3号により、介護

保険料所得段階の第３段階に該当し、年間保険料は33,300円である。その算

定根拠は、申立人が「世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と

合計所得金額の合計が80万円を超える方」に該当するためであり、これは介

護保険法施行令（以下、「施行令」という。）第39条第1項で定められてい

る。 

２ 「合計所得金額」「課税年金収入額」の定義 

「合計所得金額」とは、各種収入金額から必要経費に相当する金額（収入

の種類によって計算方法が異なる。例えば公的年金収入の場合は、公的年金

等控除額）を差し引いた金額の合計のことであり、社会保険料、医療費、扶

養等の控除額を差し引く前の金額である。 

年金や給料の場合、必要経費を特定することが難しいため、「公的年金等

控除額」や「給与所得控除額」として、収入に応じた必要経費が定められて

おり、収入金額に応じた控除額を差し引いて所得額が算出される。 

例えば申立人の場合で合計所得金額を算出すると、公的年金収入額から公

的年金等控除額120万円（収入金額によって一律に決められている）を引い

たものが所得金額となり公的年金収入以外に収入は無いため、合計所得金額

は0円である。 

 申立人の主張する社会保険料控除等は、「所得控除」といわれるものであ

り、「所得控除」とは、課税される所得金額から差し引かれるもので、所得

額を算出する場合の必要経費である「公的年金等控除額」や「給与所得控除

額」とは異なる。 

「課税年金収入額」とは、老齢年金や退職年金など市民税の課税対象とな

る年金の収入額のことで、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金などは含まな

い。また収入額とは必要経費を引く前の金額である。 

「課税年金収入額」という表現については、あくまでも市民税非課税の年

金とを区別するためのものであり、年金の種類を簡潔に表現したものである

（施行令では「公的年金等の収入金額」となっている）。また、本年度以前

からも使用しており、他自治体でも同じような表現を用いていることから、

一般的な表現方法であると認識している。 

３ 申立人への説明対応 

申立人には上記１、２について説明しており、『介護保険料の算定方法

は、施行令に基づき、西尾市介護保険条例で定められており、その枠組みの

中で決定をしている以上変えることはできないこと、申立人の言われる「課

税年金収入額」や「合計所得金額」などの意味』を何度も説明したが納得さ

れていない。ただし、市が作成した市民向け説明資料（パンフレット等）に

ついては、分かりにくい記述、誤解を招くような記述があるとすれば、考え

直していきたいと伝えている。 

４ 算定根拠となる施行令について 

現行の施行令は、厚生労働省老健局長が有識者等からなる検討会（「介護

保険料のあり方等に関する検討会」といい、現在会議自体は存続してい

る。）を平成19年3月から平成20年4月までの間に6回開催し、段階制の不公平

制も議論されている。 

評 価 決 定 本委員会は、次のとおり評価します。 

１ 「申し立ての趣旨１」にある、介護保険料の算定方法が段階性であること

が不公平であるかどうかについては、介護保険法施行令により定められてお
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り西尾市が独自の基準を定めることができないことから、本委員会において

評価することはできません。なお、現行の施行令は厚生労働省による有識者

会議において検討されたもので、段階性についても議論されていることを鑑

みると、一概に不公平であるという印象は受けませんでした。 

２ 「申し立ての趣旨２」にある、「課税年金収入額は合計所得金額と異なり、

社会保険料控除等がなされないため不公平である」という点については、「調

査の結果２」のとおりであり、「課税年金収入額」、「合計所得金額」いずれも

社会保険料控除等をする前の金額であることから、申立人が指摘するような

不公平はありません。 

３ 「申し立ての趣旨３」にある、「課税年金収入額」の名称についてですが、

確かに税金に関する専門的用語を熟知している市民は非常に限られていると

思われます。そのため市役所からの市民向けの通知や制度のお知らせなど

は、極力平易な表現を使用することが求められます。その点について、本案

件で申立人が「課税」年金収入額という表記を見て社会保険料控除等をする

べき金額であると受け取ってしまったことは致し方ないことと思われます。

そこで長寿課が、今後同様の誤解を生むことがないように、制度のPRのため

に今後作成するパンフレット等において「課税年金収入額の語句定義」の記

入を検討していることに対しては賛同し、常に市民の目線に立った改善努力

を怠らぬよう要請しました。 

総じて本案件については、申立人による介護保険料算定における制度の認

識に誤解があったことが発端であると思われます。長寿課に対しては申立人

の指摘により市民の理解をより高める工夫がなされる必要性を再認識できた

ことに感謝し、今後も法律などで定められた事項について、市民に対して分

かりやすい説明を行い、理解を求める努力を続けることを要請いたしまし

た。 

 

⑤ 福祉課職員の対応について 

担 当 課 福祉課 

申立の趣旨 申立人は電動車いすにて障害者に優しい社会の実現を訴え、全国日本一周を

行っており、○月○日に福祉課へ来庁した。その際に「電動車いすの充電をし

たい」「テントで寝泊りできる場所を紹介してほしい」旨、福祉課職員に伝え

た。対応した職員は申立人をコンセントが付いたトイレのある市内の公園まで

直接案内した。その公園で電動車いすの充電はできたが、夜眠るには地面が砂

利であり不適切であると申立人は感じた。 

「対応した職員にはもっと真剣に泊まれる場所を考えてほしかった。また、

対応した[職員Ａ]の言葉使いが丁寧すぎて、馬鹿にされているような感じを受

けた。行政職員には市民の目線に立って、真剣な対応をお願いしたい。」と申立

人は主張している。 

調査の結果 本委員会は、福祉課から下記のとおり事情説明を受けました。 

１ 申立人との経緯および受付状況 

平成21年○月○日午後2時30分ごろ○○町の○○課長より、『電動車いすで

「バリアフリー実現を願い」全国行脚している申立人が○○町の訪問を終

え、次の目的地である西尾市に出向きたいと言っているが、電動車いすのバ

ッテリーの容量が少ないため、申立人と同行の犬と一緒に○○町職員が軽ト

ラックで西尾に向かった』との連絡を受けた。 

午後3時ごろ、市役所に申立人が到着したため、１階面談室で[職員Ａ]、[

職員Ｂ]、[職員Ｃ]が応対した。応対時間は40分程度であった。申立人より

帰り際に、「電動車いすの充電を夜間したいので、トイレ（コンセント付

き）のある公園を紹介して欲しい」との要望があったので、高砂公園（井桁
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屋公園、戸ヶ崎公園等）を紹介した。その際に福祉課職員が付き添って高砂

公園に案内したが、申立人より「砂利があり野宿するには不向きである」と

のことで、井桁屋公園に案内し、福祉課職員は帰庁した。 

２ 公園を宿泊場所として紹介したことについて 

申立人からは「宿泊場所を紹介してほしい」とは聞いていない。申立人に

はあくまでトイレにコンセント（電動車いす充電のため）が付いている公園

を紹介したものであって、宿泊場所として公園を紹介したものではない。職

員の対応面では、福祉課職員が自転車で○○氏を公園に誘導したが、申立人

の満足されるものではなかったようである。 

３ [職員Ａ]の言葉使いについて 

言葉使いについては、馬鹿にした対応をしたつもりは全くないが、丁寧過

ぎて不快感を与えたものであるなら申し訳なかった。申立人とのやりとり

は、最初に会った際に「どのような用件でしょうか？」と尋ねたと記憶して

おり、その後は申立人の話を聞いていた。 

評 価 結 果 本委員会は、次のとおり評価します。 

本件では、申立人が「宿泊場所を紹介してほしい」と言っていることに対し、

福祉課では「宿泊場所の紹介とは聞いていない」と双方の申し出内容に異なる

部分があります。仮に宿泊場所の紹介の話が出ていないとした場合、福祉課は

申立人の要望のとおり、トイレにコンセントのある公園を紹介し、さらに現地

まで付き添って案内していることから、その対応に問題があったとは思われま

せん。一方、申立人の意見のとおり「宿泊場所を紹介してほしい」という申し

出があった場合ですが、残念ながら西尾市では紹介できる宿泊場所はないとの

ことです。そのため、本件は本委員会の評価対象外であると判断し、評価する

ことはできません。 

 また、[職員Ａ]の言葉使いについてですが、調査の結果、申立人が「馬鹿に

されている」という印象を受けるに至った具体的な表現は見当たりませんでし

た。ただし、行政職員として市民や訪問者と対応する際には、相手の目線に立

ち親身になって対応することは当然のことと思われます。本件では、申立人が

不快に感じたという主張を真摯に受け止め、今後このようなことがないように、

なお一層の接遇サービスに努めるように福祉課へ申し入れをしました。 
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○ 年次別受付状況表（平成７年度～平成２１年度） 

 

1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次 7年次 8年次 受付 

年次 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度

件数 21 7 13 17 6 4 5 11 

9年次 10年次 11年次 12年次 13年次 14年次 15年次 受付 

年次 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 
合計 

件数 16 7 6 7 6 3 13 142 

※年次：４月１日～翌年３月３１日 

 

 ○ 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 106 

２ 調査継続中のもの 1 

３ 取り下げ及び相談のみのもの 24 

４ その他のもの 11 

合   計 142 

 

○ 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ーのほか、

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４部 西尾市行政評価委員会要綱 

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。 

⑴ 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項 

⑵ 裁判所において係争中の事故及び行政不服審査法（昭和37年法律160号）の規定による不服

申立てを行っている事項 

⑶ 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 

⑷ 職員の自己の勤務条件及び身分に関する事項 

⑸ 評価委員会に関する事項 

⑹ 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。 

⑴ 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。 

⑵ 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。 

⑶ 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。 

⑷ 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。 

⑸ 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） 
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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、そのうち１人を代表行政評価委員「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。 

⑴ 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） 

⑵ 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 

⑶ 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。 

⑴ 第２条ただし書の規定に該当するとき。 

⑵ 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。 

⑶ 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。 

⑷ 虚偽、その他正当な理由がないと認められるとき。 

⑸ 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、その旨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氏の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。 
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２ 評価委員会は、苦情の調査・検討を開始した後においても、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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第５部 西尾市行政評価委員会運営要領 

（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。 

⑴ 評価委員会の職務執行の一般方針に関すること。  

⑵ 苦情を評価する適否に関すること。  

⑶ 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。 

⑷ 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。 

⑴ 苦情申立ての受付に関すること。 

⑵ 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。 

⑶ 苦情申立て等に係る市の機関との連絡に関すること。 

⑷ 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
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・ 協 力 義 務

（§５条） 

申立人 
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市    長 

・意見表明の尊重 

（§15条） 
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第７部 西尾市行政評価委員会の概要 

１ 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。 

２ 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。 

３ 概要 

（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。 
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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、次のとおりである。 

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｢ＩＳＯ９０００s｣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・苦情申立書を市役所のほ

か市内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・ＦＡＸ、

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 

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・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
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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、市役所の

ほか市内１６か所の公共施設に備えてある「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、ＦＡＸ、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
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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、

主幹を含めた４人体制である。 

（11）運営状況 

平成７年度から平成２１年度までの１５年間の苦情申立書の受付け状況については、

３１頁のとおりである。 

年次別受付状況表のとおり、受付件数は年々減少傾向であったが、昨年は相談のみを

含めると１０件以上を受付けた。 

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」

を平成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

平成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。 

平成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。 

平成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、平成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。 

平成２０年度より、「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

について評価を行い、平成２１年度は、１０事業の評価を行った。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西 尾 市 行 政 評 価 委 員 会 

平 成 2 1年 度 （ 第 1 5次 ） 報 告 書 

 (平成21年4月1日～平成22年3月31日) 

平成22年7月26日 

西尾市行政評価委員会 

〒445-8501 愛知県西尾市寄住町下田22番地 

電  話  0563-56-2111 

F A X  0563-56-0212 

e-mail kikaku@city.nishio.lg.jp 

HP http://www.city.nishio.aichi.jp 
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