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令和４年 第１回定例会（第５日３月１日） 

 

〔質問〕沖本 

議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして、一般質問を行ってまいります。 

なお、あらかじめ議長から質問に係る資料を議場モニターに映すことの許可をいただいていること

と、資料映写における新聞紙面、記事の転載並びに口述における引用については、新聞社から許諾を

得ていることを申し添えておきます。 

それでは、大項目の１、内部統制とコンプライアンスについて。 

小項目（１）内部統制の強化や制度の導入について当局に伺ってまいります。 

質問に入る前に文言の整理をさせていただきます。モニターを切り替えてください。 

ガバナンスとは、統治、支配、管理を示す言葉です。企業におけるガバナンスとは、健全な企業経

営を目指す企業自身による管理体制を示します。コンプライアンスとは、法令遵守を意味しています。

ただし、単に法令を守ればよいというわけではありません。企業に求められているコンプライアンス

とは、法令遵守だけでなく、倫理観、公序良俗などの社会的な規範に従い、公正、公平に業務を行う

ことを意味しています。このコンプライアンスを維持、改善するための管理体制がガバナンスになり

ます。ガバナンスを強化していくことが、コンプライアンスを強化することにもつながります。この

ことは、私が勤める会社でも毎年ｅラーニング研修、インターネットを利用した学習形態で実施され、

徹底をされています。こうしたガバナンスの強化とコンプライアンスの強化は、企業だけではなく、

当然ながら地方公共団体、本市行政にも必要なものだと私は考えております。 

平成28年３月16日、総務省から第31次地方制度調査会、人口減少社会に的確に対応する地方行政体

制及びガバナンスの在り方に関する答申が公表されました。答申の概要の中で説かれているガバナン

スの在り方には、「地方公共団体は、人口減少社会において合意形成が困難な課題について解決する

ことが期待されている。住民の福祉の増進に努め、最少の経費で最大の効果を上げるよう、地方公共

団体の事務の適正性の確保の要請が高まる。長、監査委員等、議会、住民が、役割分担の方向性を共

有しながら、それぞれが有する強みを生かして事務の適正性を確保することが重要」と記され、「こ

れらの見直しは、地方公共団体に対する住民からの信頼を向上させ、人口減少社会に的確に対応する

ことも資する」とくくられています。 

この答申を受け、平成29年６月９日に公布された地方自治法等の一部を改正する法律により、地方

公共団体における内部統制制度が導入され、令和２年４月から都道府県知事及び指定都市の市長には、

内部統制に関する方針の策定と、これに基づき必要な体制を整備すること等が義務づけられ、指定都

市の市長以外の市区町村長も、市区・・・長も方針の策定や体制整備等に努めるとされています。 

企業における内部統制とは、企業が健全な事業活動を続けるための社内ルールや仕組みのことです。

ガバナンスの枠組みの中でコンプライアンスを踏まえた適正な経営を目指す内部統制の仕組みを整え

ることにより、経営の健全化や株主の利益最大化などが図られると言われています。 

地方公共団体における内部統制・監査に関する研究会、地方公共団体における内部統制制度の導

入・実施ガイドライン（平成31年３月）によれば、「内部統制とは、基本的に、①業務の効率的かつ

効果的な遂行、②財務報告等の信頼性の確保、③業務に関わる法令等の遵守、④資産の保全の四つの

目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組

織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいい、①統制環境、②リスクの評価と対応、③統制活

動、④情報と伝達、⑤モニタリング（監視活動）及び⑥ＩＣＴ（情報通信技術）への対応の六つの基
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本的要素から構成されます」、この定義を踏まえると、地方公共団体における内部統制とは、住民の

福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行

する主体である長自らが組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し対応

策を講じることで事務の適正な執行を確保することであると考えられています。 

地方公共団体においては、既に団体ごとの特性に応じて様々な形で事務の適正な執行の確保に努め

ており、一定の内部統制が存在していると考えられるが、内部統制の基本的な枠組みに基づき、既存

の取組を整理し、必要に応じて改善または是正を図ることで地方公共団体の組織目的をより確実に達

成することが可能としています。 

そこでまず、当局に伺います。内部統制制度の導入・実施ガイドラインでは、「既に団体ごとに特

性に応じて様々な形で事務の適正な執行の確保に努めており、一定の内部統制が存在していると考え

られる」とありますが、本市において一定の、あるいは類似した内部統制の有無について、現況を明

らかにしていただきたいと存じます。 

また、さきに述べたように、本市は内部統制に関する方針の策定や体制整備等については努力義務

団体となっていますが、本市の現況を踏まえ、内部統制の強化や制度の導入について検討するお考え

はないのでしょうか、当局に伺います。 

次に、小項目（２）コンプライアンスの推進について当局に伺います。 

前日と重複しますが、内部統制とコンプライアンスの関係について、いま一度申し添えます。コン

プライアンスとは、法令や倫理規範を遵守することであり、職員一人一人が自覚を持って守らなけれ

ばならないものです。内部統制という仕組みを実効性にあるものにするには、全ての職員が決められ

たルールを遵守し、確実に実施することが重要です。その意味で、コンプライアンスは、内部統制の

目的を達成するための前提になります。市政運営においては市民の信頼を得て、市民と共に公共の在

り方や地域の将来を考え、共に持続可能なまちづくりを進める必要があります。しかし、職員の違法

行為や不注意等による事務処理ミス等が発生すると市民の信頼を失い、今後の市政運営に大きな影響

を与えることになります。このことを全ての職員が理解し、市民との信頼関係の構築を目指すために

も、組織としてコンプライアンスの推進に取り組む必要があります。こうした考えの下、コンプライ

アンス基本方針や基本指針、推進指針などを策定している地方公共団体があります。 

お隣の相模原市では、コンプライアンス推進指針を策定し、職員一人一人が公務員としての高い倫

理観を持ち、社会的責任を自覚してコンプライアンス行動を実践し、質の高い行政サービスを提供す

ることによって市民から信頼される市役所の実現を目指すことを目標に定め、１、服務義務・公務員

倫理の徹底、２、法令を遵守した適正な事務執行、３、情報処理の徹底、４、ハラスメントの根絶、

５、風通しのよい職場づくり、６、信頼される市民対応といった六つの行動指針を掲げています。 

また、秦野市では、コンプライアンス推進基本方針を策定し、全ての職員が公務員としての高い倫

理意識と全体の奉仕者としての自覚を持ち、組織としてコンプライアンスの推進に取り組むことで市

民との信頼関係の構築を目指すことを目標に定め、具体的な行動規範として、１、法令を遵守した事

務の執行、２、服務規律・公務員倫理の徹底、３、情報管理の徹底、４、交通安全の徹底、５、信頼

される市民対応、６、ハラスメントの防止、７、公益（内部）通報制度の運用といった七つの項目を

推進・・・上げています。 

そこで、当局に伺います。先ほどの一定、あるいは類似した内部統制の有無の質問に通じるものか

もしれませんが、本市には組織としてコンプライアンスを推進するような基本方針や基本指針、ある

いは類似したものがあるのでしょうか、明らかにしていただきたいと存じます。また、そのようなも
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のがないとしても、さらには内部統制の強化や制度の導入について検討するには至らないとした場合、

本市においてはコンプライアンスを推進するような基本方針や基本指針を策定する必要があるのでは

ないかと私は考えますが、当局の見解を伺います。 

次に、小項目の（３）市長のコンプライアンスについて、佐藤市長に伺います。 

小項目（２）コンプライアンスの推進についての質問の冒頭では、コンプライアンスとは、法令や

倫理規範を遵守することであり、職員一人一人が自覚を持って守らなければならないものです。内部

統制という仕組みを実効性のあるものにするには、全ての職員が決められたルールを遵守し、確実に

実施することが重要です。その意味で、コンプライアンスは内部統制の目的を達成するための前提に

なりますと申し上げました。また、相模原市のコンプライアンス推進指針からは、職員一人一人が公

務員としての高い倫理観を持ち、社会的責任を自覚してコンプライアンス行動を実践し、質の高い行

政サービスを提供するという目的と、秦野市のコンプライアンス推進基本方針からは、全ての職員が

公務員としての高い倫理意識と全体の奉仕者としての自覚を持ち、組織としてコンプライアンスの推

進に取り組むという目的を紹介させていただきました。 

地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドラインでは、地方公共団体の内部統制が有

効に機能するためには、長の意識が最も重要であるとしています。コンプライアンスの推進もまたし

かり、地方公共団体の長が多くの権限を持つことから、高いコンプライアンス意識が求められます。 

仮に長のコンプライアンスに疑義が生じることになれば、行政組織全体への信頼や行政の公益性も

揺るがしかねません。佐藤市長は座間市行政の長、座間市行政を代表し、統括する執行機関としての

コンプライアンス、そして、１人の政治家としてのコンプライアンスをどのように認識され、発言、

行動されているのでしょうか。 

そこで、佐藤市長に伺います。執行機関としてのコンプライアンスとして、市長自ら当事者意識を

持ち、事業の潜在的なリスクを予見、回避し、また、アクシデントが発生した場合の影響を最小限に

抑えるリスクマネジメントの能力を備え職務を全うすること。例えば、令和４年度予算編成において、

佐藤市長はどのようにリスクマネジメントなど、コンプライアンスを意識されて予算編成に臨まれた

のでしょうか、見解を伺います。 

また、政治家としてのコンプライアンスとして、職務遂行中はもとより、勤務時間外であっても自

らの行動が公務全体の信用に影響することを常に意識し、法令遵守や高い倫理観を保持し、市民や職

員の信頼を損なうような行動はしないこと。例えば、市主催行事での挨拶や、各種団体主催行事での

挨拶、新聞やタウン誌などのマスメディアから受ける取材に対する回答、佐藤市長個人のホームペー

ジやブログ、フェイスブックなどのＳＮＳへの投稿記事や画像、あるいは、ご自身の講演会を通じて

タウンニュースなどへ投稿される記事や画像、これらに対して法令だけでなく、倫理や社会的規範を

どのように認識され、行われ、使用されたりしているのでしょうか、見解を求めます。 

次に、大項目の２、在日米軍基地における新型コロナウイルス感染症拡大について。 

これは、昨日、前任者３名が続けて同様の質問をされていますが、私の観点での質問もありますの

で、お付き合いをいただきますようお願い申し上げます。 

それでは、小項目（１）キャンプ座間に対する本市の取組について、佐藤市長に伺います。 

昨年末より県内の在日米軍基地での新型コロナウイルス感染者急増を受け、米海軍横須賀基地や厚

木基地、キャンプ座間が所在する自治体の対応が新聞などで報じられています。１月８日の神奈川新

聞には、大和市の大木哲市長と綾瀬市の古塩政由市長は、１月７日、海軍厚木基地を訪れ、新型コロ

ナウイルス感染症の対応について、マニング・モンタネ司令官と意見交換した。大木市長は、市民が
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不安を感じている。これまで以上、拡大防止の取組とともに感染者数など、適時適切な情報提供を要

望すると述べた。古塩市長も、感染力が強くオミクロン株に対し、互いの情報を共有して対処してい

ることが重要と指摘した。応対したマニング司令官は、基地周辺の住民を守ることも私の責務。感染

者は基地内で厳格な管理下の下、隔離されている。対策レベルを昨日引き上げ、基地内外を問わず、

マスクの着用や10人以上集まることがないよう指示したと説明したと伝えられています。また、キャ

ンプ座間を抱える相模原市は、同日、同基地と防衛省南関東防衛局に緊急要請書を提出したとも伝え

られています。 

本市における対応については、昨日の前任者の質問に対する市長室長の答弁にもあったように、１

月22日の神奈川新聞では、キャンプ座間に併設されているゴルフ場の営業に係る記事が掲載され、そ

の中で座間市の佐藤市長は19日、状況の悪化に危機感が高まっている。市民に不安を与えないよう、

さらなる対策の強化をと司令官に電話で要請したと伝えられています。本市が１月12日にプレスリリ

ースした内容には、まず、昨年12月28日付で本市から南関東防衛局に対して、沖縄県内の米軍基地に

おいて新型コロナウイルス感染症の感染が拡大していることを受けて、キャンプ座間においても必要

かつ十分な新型コロナウイルス感染症対策を講じ、市民に不安を与えないようにすること、駐留軍と

労働者の感染防止について万全の対策を講じることと口頭要請を行ったとあります。また、佐藤市長

の１月17日付のフェイスブックでは、昨年12月28日に行ったとされる南関東防衛局に対する口頭要請

と、１月12日に行ったとされるトムリンソン司令官に口頭要請について紹介され、１月13日には相模

原市長と共に基地に対して要請を行いましたと紹介されています。 

２月１日の神奈川新聞には、キャンプ座間、キャンプのゴルフ場、ゲスト利用再開という見出しで、

新型コロナウイルス感染拡大を受けて在日米軍が実施してきた外出制限が１月31日に終了したことに

伴い、在日米陸軍司令部が置かれているキャンプ座間内のゴルフ場でも、同日からゲストと呼ばれる

一般の日本人客の利用が再開された。基地内感染者の減少に伴った措置だが、市中感染が続く中で不

要不急の日本人客の入場に同基地で働く日本人従業員から異議を唱える声が上がり、キャンプ座間内

の感染者は１月12日から19日は117人、19日から26日は64人と半減したが、佐藤市長は26日、市民に

不安を与えることがないよう、引き続きの対策の徹底をと基地管理本部司令官に重ねて要請したとあ

り、さらには、キャンプ座間は21日からゲスト利用を休止し、31日から再開した。一方で、在日米海

軍厚木基地は、同様の施設利用で10日から休止を継続する判断をしており、対応が分かれていると伝

えられています。 

そこで、佐藤市長に伺います。本市で行ったとされる一連の南関東防衛局やキャンプ座間への要請

行動、これは口頭、書面などについてですが、まずは相模原市の本村賢太郎市長とはどのように連携

され行動されたのか、共同声明のように行われたのか、どうなのでしょうか、見解を伺うところでし

たが、昨日の前任者への市長室長の答弁では、相模原市長と連名で日本人基地従業員の感染状況の情

報共有と感染防止対策について、南関東防衛局に要請を行ったとのことでした。 

それでは、私からは、その要請は誰がどのように行ったのか、両市長が２人で南関東防衛局へ出向

いた行ったのか、あるいは、両市の職員が出向いて行ったのか、または、簡易的に市職員が南関東防

衛局の担当者にメール、または電話で行ったのか伺っておきます。 

そして、南関東防衛局やキャンプ座間のトムリンソン司令官からその要請に対してどのような回答

があったのか、詳しい内容についてはデリートな部分もあろうかと思いますので、お答えいただける

範囲で結構ですので、明らかにしていただくように求めます。 

さらに、一連の要請行動による成果はあったと捉えているのでしょうか、見解を伺います。何をも
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って成果があったと言えるのか判断しづらいということであれば、佐藤市長の思いや考えが相手にし

っかり伝わったと感じているのかどうかで判断していただければ結構です。 

また、関連して、昨年の第４回定例会での私の一般質問、基地政策についての再質問に対する佐藤

市長の答弁に対して伺います。 

私の質問は、市長の公式ホームページに掲げられている政策の中にある、「「平和を守る」基地の

ある街を一日でも早く脱します」という記述の意味について伺いました。私の質問は、平和を守って

いる基地のあるまちを脱したいと考えているのか、それとも、平和を守るためにまちから基地をなく

したいと考えているのかと伺ったのですが、佐藤市長からは、「平和を守る基地、これは平和を守る

基地というところでございますので、ご理解いただければと思います」と、残念ながら理解できない

答弁をされています。 

改めて、「「平和を守る」基地のある街を一日でも早く脱します」という記述は、言い方をもっと

分かりやすくすると、平和を守っている基地なのだけれども、その基地もあるまちを一日も早く脱し

たいという意味なのか、それとも、平和を守るためにまちから基地を一日でも早くなくしていきたい

という意味なのか、ぜひ二者択一でお答えいただくよう佐藤市長に求めます。 

それでは、モニター画面を切り替えてください。 

次に、小項目（２）感染症拡大から考える日米地位協定について、佐藤市長の私見について伺いま

す。 

今回、沖縄、山口、広島３県をはじめとした新型コロナウイルスオミクロン株感染拡大の一つのこ

の原因だと指摘されている在日米軍、沖縄県の玉城デニー知事は１月６日の全国知事会で日米地位協

定の抜本的な見直しを求めましたが、岸田文雄首相は地位協定を変える考えはないと否定したと報じ

られています。また、１月19日に行われた衆議院本会議での代表質問で、立憲民主党の泉健太代表か

ら、米軍関係者は日米地位協定で日本の検疫法が適用外になっている。地位協定見直しの協議入りを

求めると訴えられましたが、岸田首相からは、「見直しは考えていないが、在日米軍での感染拡大防

止と地元の方々の不安解消に向けて、日米間の連携をより一層強化する」という答弁だったと報じら

れています。加えて、全国世論調査では、地位協定について見直す必要があると答えた人は74％に上

り、見直す必要はないの12％を大幅に上回り、分からないは14％だったと報じられています。 

日米地位協定に関しては、昨年の第３回定例会、第４回定例会の私の一般質問で佐藤市長の日米地

位協定における改定、改善が必要だと思われる問題として、「在日米軍基地周辺などでは、米軍人や

軍属などによる事件や事故が起きた際に、全ての犯罪において日本の第一次裁判権があるわけではな

く、地位協定は改善されたものの、平等ではないものと認識をしております」との答弁をいただいた

ところであります。 

では、今回の在日米軍基地における新型コロナウイルス感染症拡大に係る玉城沖縄県知事や立憲民

主党の泉代表からの地位協定見直しの訴えとそれに対する岸田首相の見直し否定発言、そして、地位

協定見直しの必要にサインを示す世論、さらには、先ほど質問させていただいたキャンプ座間におけ

る新型コロナウイルス感染症拡大に対する本市の取組を通して、佐藤市長としては日米地位協定につ

いて今回どのように感じられたのでしょうか、改めて私見を伺います。 

前任者の答弁では、「基地の所在している自治体の長として、今後も地位協定の見直しや運用の改

善、そして検疫等の国内法適用について国に求めていきたい。今後とも市民の安心・安全、健康、生

命を守る市長としての使命を果たしてまいりたい」と答弁されています。私はこうしたことからも、

佐藤市長の基本的な考え方として、玉城沖縄県知事や立憲民主党の泉代表からの地位協定見直しの訴
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えを是とし、岸田首相の見直し否定発言を非として考えられているのか、確認のために伺っておきま

す。 

次に、大項目３、日本国憲法の所感と憲法改正について、佐藤市長に伺います。 

前回、昨年の第４回定例会の一般質問のおさらいになりますが、佐藤市長の憲法観の所感、そして、

憲法改正について改めて伺うものです。前回の私の質問、日本憲法に対する所感をお聞きしたいと思

いますという質問に対して、佐藤市長は全く答弁されず、佐藤市長の憲法改正に対する見解を伺いま

すという質問には憲法改正における手続を述べるだけで、「これ以上の見解を求められるようでした

ら、ぜひ沖本議員のお立場や考えなども明確にしていただければと思います」として、具体的な見解

を述べることに条件をつけられ、許否されました。このような答弁対応は、本市議会ではなかったも

のであり、言い方は厳しいかもしれませんが、市長就任１年を迎えたことによるおごりの表れとも取

れ、到底看過することはできません。よって、佐藤市長の議会軽視とも取れる不誠実な発言に対し猛

省を促すとともに、まずはなぜこのような発言、条件提示をされたのか、佐藤市長にその真意をお聞

きしますとただすつもりでしたが、このことについては前任者の荻原健司議員の一般質問で取り上げ

られ、佐藤市長からは、私の質問の趣旨が分からなかったということで、誤解を受けるような表現に

なりましたことを深くおわびをということでしたが、市議会議員を15年以上務められた佐藤市長の言

葉とは私は思えません。子供ではないのですから、分からなければ聞けばいいのです。答弁調整する

時間は十分にあったはずです。議会軽視だと思います。それで、荻原議員の再質問の答弁では、「丁

寧に行うように職員に指示をしていきたい」、これ職員だけの問題ではりません。職員に失礼です。

これは佐藤市長のご自身の問題でもあるべきではないでしょうか。荻原議員の質問の趣旨がそうした

ことだったということもありますけれども、できれば職員と私が共に改善に努める、そうしたぐらい

の答弁をいただきたかったと思います。佐藤市長の見解を伺います。 

では、改めて、佐藤市長の日本国憲法に対する所感をお聞きしたいと思います。 

この質問は、平成25年第２回定例会で前任者、沖永議員が遠藤前市長へ問いかけられた質問と同じ

であります。この質問に対し、遠藤前市長からは、「私の個人的な所感というものを述べさせていた

だきますけれども、憲法というもの自体、特に我が国の憲法については戦後60有余年にわたって制定

されて以来、まさに不磨の大典として一度の改正もなされずにこれまで来ております。これについて

の是非というものについては、それぞれの立場で考え方があろうかと思います。しかしながら、不磨

の大典であっていいのかというのが私の所感であります」という答弁でした。同様に、私から、佐藤

市長の日本国憲法に対する所感をお聞きしたいと思います。 

次に、憲法改正について佐藤市長に伺います。 

前回は昨年の衆議院選挙の結果から、改憲勢力とされる４党で345議席となり、憲法改正の国会発

議に必要な３分の２の議席を超えたことや、岸田首相の発言などを引用し、そうした現状を踏まえ、

佐藤市長の憲法改正に対する見解を伺いましたが、本日はさらにその後の状況も鑑みて、改めて伺い

ます。 

今年１月、岸田首相は自民党の仕事始めとなる役員会に出席し、憲法改正について国会の活発な議

論と裾野の広い国民議論を両輪とし、力強く進めてもらう重要な年になると強調したと報じられまし

た。また、２月の２日の衆議院予算委員会では、岸田首相は、憲法改正をめぐり自民党が提案する９

条への自衛隊明記など４項目に基づき、国会での議論が進展することに期待を示したと報じられてい

ます。 

そうした一方、２月３日に与野党の代表集めて行われた今国会初めてとなる幹事懇談会では衆議院
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憲法審査会、これ以降、審査会と略称しましたが、この審査会の日程や議題を話し合われ、自民党は

10日に審査会を開くことを提案しましたが、予算審議を優先すべきと立憲民主党が主張し、共産党も

同調され、折り合うことがかなわず、引き続き協議をする方針を確認したと報じられています。モニ

ターを切り替えてください。 

２月７日の神奈川新聞によると、自民党憲法改正実現本部が47都道府県での開催を目指す対話集会

が６日、始まったとされ、夏の参院選を前に国民的議論を・・・し、改憲機運を醸成する狙いであり、

古屋圭司本部長が地方議員らを対象に講演し、講演後、記者団に、まずは私がキックオフした、全国

で同時多発的に憲法の正しい理解を増進するための会合を開いてほしいと訴えたと伝えられています。

一方、その記事の隣には、立憲民主党は自民党主導で憲法改正論議が進展することを警戒している。

当面は令和４年度予算案の審議を優先すべきだと主張していることが伝えられております。しかし、

その後、８日、立憲民主党は国民投票に関する議論などを条件に、与党が提案する審査会の10日開催

に応じる方針を決め、翌９日に開かれた審査会の与野党の筆頭幹事で与党側の提案に沿って10日に審

査会を開くことに合意しました。そして審査会が10日、今の国会で初めて開催され、17日には２回目

の自由討議が行われています。モニター画面を切り替えてください。 

こうした現状も踏まえ、佐藤市長の憲法改正に対する見解をお伺いし、１回目の質問とします。

（拍手） 

 

〔答弁〕市長 

沖本議員の一般質問に答弁をさせていただきたいと存じます。 

まず、市長のコンプライアンスについてでございますが、令和４年度予算編成において、私がどの

ようにリスクマネジメントなどコンプライアンスを意識し臨んだのかということでございますが、自

治体の首長としての自覚を持ち、法令、規定等を遵守し、市民の皆様からお預かりした血税を適正か

つ公正な予算編成となるように、全体的なバランスを配慮しながら臨みました。 

次に、政治家としてのコンプライアンスでございますが、法令遵守をし、私の政治姿勢として分か

りやすい情報発信というものを掲げておりますので、市民の皆様に分かりやすい内容になるように心、

気を配り、情報発信等を行っております。 

次に、在日米軍基地における新型コロナウイルス感染症拡大の事案についてでございますが、この

件につきましては、１月12日に米軍内での感染が急増したことや、日本人基地従業員の感染者が８人

と連絡があったことから、新型コロナウイルス感染症対策は基地所在地である相模原市、そして座間

市、共通の課題であるとの認識により、足並みをそろえられるところはそろえて対応を図っていきた

い旨を私から相模原市長に申入れをし、相模原市長と連名での要請を行いました。これは、相模原市

に代表していただきまして、メールで文章を送付していただきました。 

次に、南関東防衛局やキャンプ座間からどのような回答があったのかということでございます。南

関東防衛局からは、米陸軍に対する要請については申入れを行うとの回答があり、その後、米陸軍か

らの回答内容について連絡をいただいております。基地従業員に関する要請については、南関東防衛

局からは真摯に対応していくとの回答がございました。また、キャンプ座間に関する要請については、

在日米陸軍基地管理本部司令官との電話での会談の中で口頭にて要請を行っており、その際、回答は

いただいておりますが、公表は差し控えさせていただきます。 

次に、要請行動による成果についてでございますが、昨年末、沖縄米軍基地での新型コロナウイル

ス感染者の急増を受け、キャンプ座間における感染者数が増加する以前に本市として市民への不安や
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影響を考えた中で要請を行いました。その後、キャンプ座間関係者においても新規感染者が増加して

しまいましたが、近隣市とも連携をし、様々な要請行動を実施したことで抑止力は働いたものと考え

ております。 

次に、「「平和を守る」基地のある街を一日でも早く脱します」という公約の意味について問われ

ました。 

昭和46年に横浜防衛施設局長と当時の町長、鹿野文三郎は基地の整理縮小、返還などについて覚書

を締結し、座間市はこれまでも基地の整理縮小、返還を市の基本的な方針として掲げ、総合計画にも

明記をし、市として国に対して基地の整理縮小、返還を求め続けております。私としてもその姿勢を

継承し、基地のあるまちを一日も早く脱することを今後も国に求めていくということで公約を掲げさ

せていただきました。平和を守っている基地だけれども、基地のあるまちを一日でも早く脱すること

が平和だということだと考えております。 

日米地位協定の見直し、改定についての私の見解を求められました。 

本市では、これまでも神奈川県基地関係県市連絡協議会を通して、国に対し日米地位協定の見直し

や運用の改善などを要望し、検疫については国内法の適用を要望しています。特に新型コロナウイル

ス感染症などの感染症対策においては、検疫や行動制限などは基地の所在している国や地域の状況を

鑑みながら、適切な運用を図るべきだと私は考えております。私としても基地が所在している自治体

の長として、今後も引き続き地位協定の見直しや運用の改善、検疫の国内法の適用について、神奈川

県基地関係県市連絡協議会を通して国に求め、市民の安全・安心、生命や健康を守るという市長とし

ての第一使命を果たしていきたいと考えております。 

次に、日本国憲法の所感と憲法改正についてでございます。 

この質問の中で沖本議員も触れられていらっしゃいましたが、平成25年第２回定例会での沖永議員

の一般質問では、前遠藤市長の日本国憲法に対する所感をただされていらっしゃいますが、そのただ

された後、自民党の憲法改正草案や新聞の社説などを引用され、沖永議員の考え方などにも触れなが

ら、市長の見解をただされていらっしゃいます。前回の議会における沖本議員のご質問では、さきの

衆議院議員選挙の結果を踏まえ、改憲勢力とされる４党で345議席となり、憲法改正の国会発議に必

要な３分の２の超え、岸田首相は改憲に向けた体制拡充を党に指示したことなどという当時の状況を

お述べになり、憲法改正に対する見解をただされました。 

私としては、前任者にも答弁をさせていただきましたが、憲法観について歴史的背景を申し上げれ

ばよいのか、憲法改正の具体的な懸案事項についての所感を答弁させていただけばよいのか分からな

いということをお伝えしたかったものですが、誤解を受けるような表現になりましたことを改めてお

わびを申し上げます。申し訳ございませんでした。今後は表現にも十分に気をつけてまいりたいと考

えておりますので、ご理解をどうぞよろしくお願いいたします。また、今後とも質問に対します聞き

取りにつきましては、私がまずは引き続き真摯に向き合い、職員と共に進んでまいりたいと考えてお

ります。 

日本国憲法と憲法改正に対する私の所感を求められました。これはあくまでも私個人としての私見

でございますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

我が国の憲法である日本国憲法は、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三原則の下、昭和22

年５月に施行されて以来、国際社会の中で平和国家としての信頼や実績を築く上で大きく貢献し、我

が国の発展に重要な役割を果たしてきたものと考えております。憲法改正については、それぞれのお

立場やお考えがあってしかるべきだと考えておりますが、私としては日本国憲法の三原則を高く評価
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し、三原則を堅持すべきであるという考えでありますが、制定時と現在とでは約75年という長い年月

が流れたこともあり、時代背景にも大きな変化がございますので、時代に沿わない部分については、

憲法第96条に基づき国民的議論を経た上で改正や加憲をしていくべきであると考えております。ただ

し、憲法が与える影響は大変大きいので、慎重に判断をしていくべきだと考えております。 

私からは以上でございます。 

 

〔答弁〕企画財政部長 

内部統制についてご質問いただきました。 

本市では、地方自治法第150条第２項で努力義務とされている内部統制制度は整備していませんが、

内部統制に関する事務に関しては企画財政部企画政策課で所管しているところです。また、行政サー

ビスの提供や内部管理に当たっては、地方自治法、地方公務員法等の関係法令等に基づいて事務を処

理しています。さらに、事務の適正な執行の確保については、座間市事務決裁規程に基づき、決裁事

項におけるリスクや金額に応じた責任者による意思決定を行っていることからも、一定の内部統制が

存在していると捉えています。 

次に、本市における内部統制の強化や制度の導入につきましては、総務省が作成した地方公共団体

における内部統制制度の導入・実施ガイドラインにおいても、内部統制の基本的な枠組みに基づき、

既存の取組の整理し、必要に応じて改善または是正を図ることで地方公共団体の組織目的をより確実

に達成することが可能となるとされていることから、既に運用開始している都道府県や指定都市の動

向に注視しながら、引き続き研究してまいります。 

次に、コンプライアンスの推進についてご質問いただきました。 

本市では、座間市職員倫理規程や情報セキュリティーポリシーのように、内部管理に関する個別の

規程等は整備していますが、組織としてコンプライアンスを推進する基本方針や基本指針、あるいは

それらに類似したものはございません。また、職員がコンプライアンス意識を常に保持していくため

にも、コンプライアンスを推進する基本方針や基本指針等を策定することは、組織として周知徹底を

図ることができ、事務の適正な執行を確保することにつながるものと捉えていますが、まずは既存の

規程等を整理しながら、本市の直面するリスクや政策課題について研究してまいります。 

 

〔質問〕沖本 

それでは、いただいた答弁に対して再質問を行ってまいります。 

まず、内部統制の強化や制度の導入についてということで、本市においては一定の内部統制という

のは存在していると考えられていること、また、引き続き研究をされるという答弁をいただいたかと

思います。そもそも日本で内部統制という言葉が使われるようになったのは、平成12年の大手銀行の

巨額損失事件をめぐる、この株主代表訴訟の判決で健全な会社経営を行うにはリスク管理訂正、いわ

ゆる内部統制システムを整備することを要すると明言したことからだと言われています。これを機に、

日本で内部統制に関する議論が活発化し、平成14年になります商法改正、平成18年の改正法の施行に

より法令への適合や業務の適正を確保する体制、内部統制システムの構築が求められるようになりま

した。同年、金融商品取引法、いわゆる日本版のＳＯＸ法、アメリカの上場企業会計改革および投資

家保護法が成立し、全ての上場企業は経営者による評価を内部統制報告書として提出するとともに、

公認会計士、監査法人による監査が義務づけられております。 

一方、地方公共団体に目を向けますと、やはり資金の不適切な取扱い、工事発注をめぐる不正、休
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暇の不正取得、飲酒運転による交通事故といった不祥事が近年相次いで表面化しており、こうした地

方行政に対する地域住民の信頼を大きく揺るがす結果となっていました。こうした状況を受けて、総

務省は平成18年11月７日付でこの事務次官通知、地方行政及び地方公務員に対する信頼の回復につい

て、また、同年12月26日には地方公務員の汚職防止について、これを相次いで公表し、従来の綱紀粛

正の取組が適切であったか、汚職事件を引き起こす土壌がなかったか、厳しく点検し、チェック体制

の見直しや管理監督者の研修強化など、不祥事防止策を組織全体において講じることを要請していま

す。こうした一連の不祥事防止策として機能するものも、この内部統制だと言われています。 

こうした説明をしますと、内部統制というのは不正、誤謬、事件、事故などの発生防止策としての

側面ばかりが注目されることになりますが、その効果はそればかりではなく、見方を変えれば行財政

改革のさらなる推進のための仕組みにもなると、地方行政に対する住民の信頼回復へ大きく寄与する

ものと考えられています。 

１回目の質問では、四つの目的を達成するために六つの基本的要素を機能させていくことを述べま

した。企画財政部長の答弁にもあったと思うのですけれども、これは結局特別なものではないと、本

市を含めてほかの市町村でも既に日常業務の中に仕組みとして存在しているものだと考えられます。

重要なのは、決められたルールどおりに実行して、それをチェックすること、そして業務の内容やそ

のプロセスを見える化すること、こうしたことが必要になると考えています。業務におけるリスクと

防止策を見える化することにより得られるであろう効果として、業務プロセスに内在している不合理

なルールや無駄を排除するなど、業務の有効性、業務の効率性の向上が上げられます。その結果、地

方自治体運営の基本原則、最少の経費で最大の効果に資することとなります。これまでの行財政改革

は一律に経費削減を図るなど、どちらかというと無理なダイエットを強いている感がありました。し

かし、こうしたやり方ではいずれ限界が来るでしょう。地方分権時代を迎えた今、市町村が自らの責

任と判断で地域住民のニーズへ対応していくためには、職員の意識や行政経営の在り方を抜本的に変

えていかなければならない、その意味で内部統制は従来の業務や組織の在り方を見直し、改革してい

く千載一遇のチャンスと言えるのではないでしょうか。ぜひこうした観点からも前向きに取り組んで

いただきたいと考えるものですけれども、当局の見解をお伺いします。 

次に、コンプライアンスの推進について再質問を行います。 

先ほどと同じように本市の状況をお答えいただき、リスク、そして課題などについては研究される

という答弁だったと思います。再質問としては、１回目の質問で紹介させていただいた相模原市のコ

ンプライアンス推進指針と秦野市のコンプライアンス推進基本方針にある、法令等を遵守した事務の

執行、法令規律、公務員倫理の徹底、情報管理の徹底、ハラスメントの防止、または根絶、これらを

どうやって本市として確立させていけばよいのか伺いたいと思います。 

１回目の質問でも申し上げましたが、コンプライアンスは内部統制の目的を達成するための前提に

なります。そこで私が必要だと考えるのが、秦野市のコンプライアンス推進基本方針の７項目めの指

針である、公益（内部）通報制度の運用です。モニター画面を切り替えてください。何だこれ。何か

私のパソコン画面で映ってるものではないですけれども。 

秦野市における公益通報制度、内部通報と外部通報による処理手続に分かれているようなのですけ

れども、内部通報は職員が事務の管理、運営、執行等で他の職員の違法な行為、例えば収賄、横領、

公文書偽造、詐欺などを発見した場合に、その通報に対し、必要な対応を行って、市の公益の損失を

防止し、公務に対する市民の信頼を確保するための制度になります。一方、外部通報は、秦野市と一

定の法律関係のある事業者の労働者が、公益通報者保護者法に定める通報対象事実、例えば個人の生
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命、身体の保護、消費者の利益保護、環境の保全、公正な競争の確保、その他、国民の生命、身体、

財産、その他の利益の保護に係る法律等に規定されている犯罪行為の事実などの通報に対して、秦野

市の許認可等の所管課等で受け付け、相談を行い、必要な対応を行います。これは、公益のために通

報を行ったことを理由として、労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者保

護に関する制度的なルールを明確化するとともに、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の

利益の擁護等に関わる法令遵守を確保するための制度になります。モニター画面を切り替えてくださ

い。 

この制度の導入というのは、平成16年６月に公布されて平成18年４月１日に施行された公益通報者

保護者、また、平成29年７月31日に消費者庁から公表された、公益通報者保護法を踏まえた地方公共

団体の通報対応に関するガイドライン（内部の職員等から通報）、及び公益通報者保護法を踏まえた

地方公共団体の通報対応に対するガイドライン（外部の労働者等からの通報）に基づくものだと考え

られます。 

本市においては、この制度について、平成21年第３回定例会の一般質問で本市における公益通報者

保護制度の概要と運用状況についての説明を求める質問があり、当時の総務部長から、「本市におき

ましては、平成17年に職員等が知り得た運営上の違法、または不当な行為等に関して行われる内部通

報につきましては、必要な事項を定めた座間市職員等の公益内部通報に関する要綱、これを定めまし

て、平成18年４月１日から施行いたしまして、同月17日付に事務連絡によりまして全庁的に周知をさ

れていただいたものでございます」と答弁をされています。平成18年以降、もう16年を経過していま

す。本市におけるこれまでの内部通報の状況について、当局に伺っておきます。 

次に、市長のコンプライアンスについて再質問を行います。 

では、実例を基にちょっと質問させていただきますけれども、ちょっと机に忘れてしまいましたけ

れども、ちょっと言葉でやっていきたいと思います。 

「タウンニュース海老名・座間・綾瀬版」令和４年元旦号に掲載されている佐藤市長の、佐藤みと

後援会による投稿記事について伺っておきます。本当にモニターに映せば分かりやすいのですけれど

も、著作権とか肖像権の関係もあるので、控えさせていただきます。 

記事の構成としては、紙面の真ん中にどんと記事があって、その上段には大きな見出しとして、

「座間市長佐藤みと日本一元気で楽しいまち座間へ！」とされ、それより若干小さな字体で、「共に

創る「共創」のまちづくりを進めてまいります」、佐藤市長の大きな政策というかキャッチフレーズ

というか、それがまずあり、その下段の左には、紙面の約３分の１を占める大きさで、「市の誕生か

ら「共に発展」日産との連携を強化」というタイトルで、市制施行50周年記念誌に掲載されている日

産自動車株式会社の星野朝子副社長との対談をされたことなどの記事が写真つきで載せられています。

また、その右上には、「小田急とタッグ！ゴミ減量化へ」というタイトルで、その下というか中央で

すね、「オリジナルフレーム切手発売！」というタイトルで、またその下には、「50周年記念版！市

民便利帳を発行」というタイトルで、それぞれ写真つきで記事を載せられております。一番右側には

ヒマワリをお持ちになってほほ笑んでらっしゃる佐藤写真と市長からメッセージというのが添えられ

ております。そして、一番下段には、佐藤みと後援会の電話番号、住所、ＬＩＮＥ、友達登録はこち

らかという文言でＱＲコード、フェイスブックとツイッターのロゴと「「佐藤みと」で検索」という

文言が記されています。佐藤市長の１枚の広報誌のようなものを貼り付けたような形で掲載をされて

います。 

ここでお伺いすることとしては、これは佐藤みと後援会としての投稿記事ですよね。では、この記
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事の投稿するということ、先ほど述べた各企業に関係する記事、それから写真を使用するのに、これ

タウンニュースに掲載することを当然それぞれの企業に連絡して承諾を得られていると思いますけれ

ども、どうされたのでしょうか。その事実関係について、佐藤市長に伺っておきたいと思います。 

次に、在日米軍基地における新型コロナウイルス感染症拡大についてということで、キャンプ座間

に対する本市の取組について再質問を行います。 

すみません、大変失礼な質問になるかもしれませんけれども、トムリンソン司令官に口頭で要請さ

れたという内容、恐らく事務方で準備されたのではないかなと勝手に推察をしてしまうのですが、い

や、そうではないとおっしゃるのであれば、それはそれで結構なことなのですけれども、逆に市民を

安全、市民の安全・安心を強く求める上で、とっさにでも、もちろん通訳を介されてのことだと思う

のですが、佐藤市長ご自身がそのご自身の気持ちをおっしゃったのであれば、その内容をお示しいた

だけるようにお願いしたいのですけれども。なぜこのようなことをお聞きするかというと、昨日の前

任者への答弁でもありました、日米地位協定の関係もそうですけれども、神奈川県基地関係県市連絡

協議会を通して、国に対して日米地位協定の見直しや運用の改善などを要望している、こうした要望

も今回も要請もパフォーマンスであってはならないと思うのですね。もちろん佐藤市長もそう考えて

いるとは思うのですけれども、市民の安全・安心、健康、生命を守る市長としての使命を果たしてい

きたいとおっしゃっているからには、ぜひ自らの考え、気持ち、こうしたものを相手にしっかりとお

伝えしていただきたいと願うからであります。ぜひ、市長としてどういうことをおっしゃったのか、

そこをまずお聞きしたいと思います。 

それから、日本国憲法の所感のところなのですが、今回は市長にそれぞれ答弁をいただきました。

できれば前回質問したときにすんなりと答弁していただければよかったと思いますけれども、せっか

くですので、私の日本憲法の所感も述べさせていただきます。 

私も遠藤前市長と同様、日本国憲法は象徴天皇制、あるいは、この平和人権条項への主権者たる国

民の支持が生んだ改憲なき70年をたどった不磨の大典であると思っています。その是非はもちろんそ

れぞれの立場で考え方があるかと思います。私としては、不磨の大典のままで本当にいいのかなと疑

問符のつくのが私の所感。また、憲法改正については、新しい時代の人権保障と統治機構の再構築を

通じて、憲法の既判力を高めるためのこの議論は前向きに進めるべきだと考えています。そういうこ

とを申し述べておきますので、ご承知いただければと思います。 

では、再質問をさせていただきます。 

佐藤市長は、これまでの一般質問に対する答弁の中で、市議会議員時代は自民党党員でございまし

たので、国会議員選挙におきましても全面的に協力をさせていただいておりましたと述べられており、

また、私は今の日本の国語について、恐らく皆さんと、自民党いさまの皆さんと同じ立場を取ってい

るのでございます。そういった答弁も述べられております。では、自民党の憲法改正の条文イメージ

として掲示されている①自衛隊の明記、②緊急事態対応、③合区解消・地方公共団体、④教育充実の

４項目については、それぞれどのような見解をお持ちなのでしょうか、明らかにしていただくよう求

め、２回目の質問とします。 

 

〔答弁〕市長 

沖本議員より再質問をいただきましたので、答弁をさせていただきたいと存じます。 

まず、市長のコンプライアンスのところで、今年のタウンニュースの新年号に載りました、佐藤み

と後援会の記事についてでございますが、後援会から私に対しまして写真提供の依頼があり、私が写
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真に写っている方々、企業などに承諾を得、掲載をしたものでございます。 

次に、口頭要請、基地に対しての口頭要請の内容についてでございますが、１月12日に行いました

口頭要請の内容でございます。一つ目として、在日米陸軍関係者に対し、感染症検査徹底、不必要な

外出等の制限等、感染防止策を強化し、市民に不安を与えないようにすること、二つ目として、感染

状況に応じて速やかな情報提供をすること、三つ目として、定期検査の実施など、駐留軍等労働者の

感染防止について万全の対策を講じること、以上３点を寄せさせていただきました。 

それから、憲法改正についてでございます。先ほど私としての憲法改正については、時代の変化に

応じて内容を議論しながら、変えるべきところは変えていくべきであるということを申し上げました。

私の具体的な憲法の、今、私として課題として感じているところを申し上げたいと思います。 

まず一つ目ですが、平和主義の理念は堅持されるべきであると考えております。現行の９条１項、

２項とその解釈を維持するということ。そして、二つ目として、教育の重要性を国の理念として位置

づけ、国民誰もがその機会を享受できるようにするということを考えております。三つ目として、新

しい人権や環境変化への対応をすべきだと考えております。四つ目として、犯罪被害者等への配慮、

在外国民の保護を新設するべきだと考えております。そして、自衛隊が違憲と言われる状態の解消を

すべきだと考えております。 

以上でございます。 

 

〔答弁〕企画財政部長 

内部統制について再質問いただきました。 

議員から、内部統制が行財政改革の推進や市民からの信頼向上にも資するとのご指摘をいただきま

した。本市といたしましては、業務の効率化や行政経営の在り方の見直しにつきまして、今後の第五

次座間市総合計画の策定や、デジタルトランスフォーメーションの推進などの機会を捉えて、それら

と連動した取組なども含めて研究してまいります。 

 

〔答弁〕総務部長 

公益内部通報に関して、本市のこれまでの内部通報の状況について再質問をいただきました。 

公益通報者保護法が平成16年６月に成立し、平成18年４月１日から施行され、本市でも座間市職員

等の公益内部通報に関する要綱の制定をし、全職員に周知しております。これまで本市において内部

通報の対象となった事案はございませんが、引き続きこの制度の周知について努めてまいります。 

 

〔質問〕沖本 

それでは、いただいた答弁に対して再々質問を行ってまいりたいと思います。 

まず、コンプライアンスの推進についてなのですけれども、総務部長からは、この内部通報の関係、

ないということだったのですけれども、それは幸いなのですよ、もちろん幸いなのですけれども、公

益通報者保護法、令和２年６月12日に公布された公益通報者保護法の一部を改正する法律によって、

これは事業者に対して公益通報者対応業務従事者を定める義務及び内部の労働者等から公益通報に適

切に対応する対応整備、その他必要な措置を取る義務を課せられるなど、現在、実は令和４年６月１

日の施行に向けて準備が進められています。この改正法の公布後の令和３年８月20日には事業者が取

るべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な公益通報者保護法に基づく指針が

内閣府から告示され、10月13日には消費者庁がこの指針の解説を公表しています。また、既に法改正
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後の公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン、これが整っていま

す。地方公共団体に通報対応に関するガイドラインの公表、それはもちろん今後だということだと思

われますが、もちろんどういったガイドラインになるかは分かりません。いかがでしょうか、でも、

本市として改めて公益通報者保護法に基づく指針や、今後公表されるであろうガイドラインに沿って、

あるいは参考にされて、公益内部通報制度の充実化に努めていただくよう望むものですが、当局の見

解をお示しいただきたいと思います。 

それから、市長のコンプライアンスについてですけれども、先ほどお見せしようと思ったのは、一

応、議長には許可を取っておりますけれども、すみません、佐藤市長もちょっと、分からないように

わざと小さくしましたけれども、こちらにどんと元旦号に載せられているのですけれども、ここに載

せてられる、さっきの答弁だと、写真等は各企業、ご自身で許可を取られたという答弁だったと思う

のですけれども、違いますか。許可を取られたのだと思います。ただ、私の知り得る限りだと、「市

の誕生から「共に発展」日産との連携を強化」、こういうタイトルの記事ありますよね。この原稿案

と写真の使用の承諾を日産自動車株式会社の担当者に求めてきたのは、市の職員なのですよ。佐藤み

と後援会の投稿記事なのですよね、これね。佐藤みと後援の方が日産自動車株式会社の担当者の方に

連絡して承諾を求めるなら問題はないと思うのです。市の職員がなぜ承諾を求めてきているのですか。

市の職員が何でそれをしなければいけないのでしょうか、おかしくないですか。これは恐らく市の職

員が勝手にしたことではないと思うのですよ。だから、佐藤市長から何らかの指示がなければやらな

いと思うのですよ、これ。ましてや、これ日産自動車株式会社の担当者って、佐藤みと後援会として

のタウンニュースへの投稿記事に使われること知らないのですよ。これ問題ですよ。いや、だからと

いって、私は市の職員責める気、全くありませんよ。むしろ市の職員がかわいそうではないですか。

かばいたい気持ちですよ、逆に。で、さらにはご自分のフェイスブックにもこのタウンニュース、投

稿されていますよね。記事の画像、しっかりと載っていますよ。こうしたコンプライアンス、この意

識、佐藤市長のコンプライアンス意識を私は疑うものです。まずは、こうしたことについての佐藤市

長の見解を伺います。 

また、１回目の質問ではこう申し上げました。地方公共団体における内部統制制度の導入、実施ガ

イドラインでは地方公共団体の内部統制が有効に機能するためには、長の意識が最も重要であるとし

ています。コンプライアンスの推進もまたしかり。地方公共団体の長は多くの権限を持つことから、

高いコンプライアンス意識が求められます。仮にコンプライアンスに疑義が生じることになれば、行

政組織全体への信頼や行政の公益性も揺るがしかねません。市長のコンプライアンスについて伺う前

には、内部統制の強化や制度の導入について伺い、そして、組織としてのコンプライアンスを推進す

るための基本方針や基本指針の策定の必要性を求め当局に伺いました。地方公共団体における内部統

制制度の導入・実施ガイドラインには、こういう記述もあります。「地方公共団体の内部統制が有効

に機能するためには、長の意識が最も重要である。長は、内部統制の整備及び運用に関する最終責任

者であり、内部統制の基本的要素の一つである統制環境の根幹をなす組織文化に大きな影響を与える

からである。長は、内部統制には一定の限界があり、リスクの発見をゼロにすることはできないとい

うことにも留意しつつ、自らが職員の意思決定や行動様式を大きく左右する存在であることを改めて

自覚し、内部統制の取組を先導していくことが求められる」。いずれにしても、行政組織の長がしっ

かりした意識を持っていただくことが求められます。佐藤市長の公務も政務も区別がつけられないよ

うな言動が続くのであれば、組織のコンプライアンスについての再質問、再々質問で申し上げた公益

内部通報制度を活用して、職員から佐藤市長の危うい言動を内部通報されることにもなりかねません。
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そのようなことになっては本末転倒というよりも、むしろ情けないことです。市長のコンプライアン

スに疑義が生じることになれば、行政組織全体への信頼や行政の公益性も揺るがしかねないのです。

本市行政組織が崩れてします。そうなる前に、ぜひ佐藤市長には座間市行政の長として公務と政務の

区別、けじめをつける、コンプライアンス意識を高めていただき公務に従事していただくよう求める

ものですが、佐藤市長の見解を伺い、私の質問を終わります。 

 

〔答弁〕市長 

沖本議員より再々質問をいただきました。 

佐藤みと後援会のタウン誌の記事の掲載に使われた写真についてでございます。 

これにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、後援会から掲載するための写真を欲しいと

いう、私に対して要請があり、依頼があり、そしてその写真をどういったものを使うかということで、

掲載したもの使えるかどうかということをどのように確認をしたらよいかということで職員とも相談

をし、そして、私から直接その確認をするというのは、日頃そういった形は行っていないので、職員

に確認をして、当然、私の後援会の者に掲載するということを、内容についてもお話をした上で確認

をしていただいたところでございますが、そのようなご指摘がございましたので、今後につきまして

はしっかりとその辺りは精査をしながら、私自身の行動について改めて見直していきたいと考えてお

ります。 

以上でございます。 

 

〔答弁〕総務部長 

再々質問に答弁いたします。 

公益通報者保護制度の充実についてですが、国から公表される改正ガイドラインを基に、本年６月

１日の改正法の施行に向けて、本市でも座間市職員等の公益内部通報に関する要綱について整備し、

制度の充実に努めてまいります。 

 


