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令和４年 第２回定例会（第４日６月３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

を申し添えておきます。 

それでは、大項目１、自治会等に係る施策と行政支援について、当局並びに佐藤市長へ伺います。 

まず、小項目（１）実施計画書における自治会への施策について。ここで言う実施計画とは、第四

次座間市総合計画実施計画書と座間市市政運営指針実施計画書になります。便宜上、これ以降、総合

計画実施計画書と市政運営指針実施計画書と略称させていただきます。 

平成31年１月に発行された総合計画実施計画書（平成31年度～平成33年度）と令和１年１月に発行

された同実施計画書（令和２年度～令和４年度）の自治会に係る政策17、コミュニティ活動の表記内

容を比較します。政策における目指す姿は、「座間市内の各地域において様々な人が知り合い、世代

を超えて人と人との交流が育まれ、そうした交流により活性化している地域のコミュニティで暮らす

ことができます。」と同様に上げられ、まちづくり指標にも市民の地域に対する愛着が深まり、連帯

意識が強まってきていると思う市民の割合を同様に示され、平成31年度から平成33年度版では平成32

年度目標値を、令和２年度から令和４年度版では令和２年度目標値をそれぞれ23％に設定しています。

また、施策の方向も「各種団体や市民による地域活動等が活発に行われるよう努めます。」と同様に

掲げられ、実施計画事業の一つとして、自治会活動助成事業を同様に示されています。 

一方、自治会活動助成事業の事業目的は、平成31年度から平成33年度版では、「自治会活動の活性

化及び自治会加入率の向上を目指します。」としているのに対して、令和２年度から令和４年度版で

は、「様々な自治会活動が行われ、互いに協力し合う、住みよい地域づくりの形成を図ります。」と

され、自治会加入率の向上を目指すことが除かれています。また、事業内容も平成31年度から平成33

年度版では、「自治会等の自主性を尊重しつつ、常に住民の福利増進と自治会の健全な運営を行い、

もって地域活動の推進を図り、自治会活動の活性化がされるよう市が自治会総連合会及び単位自治会

に補助金を交付します。」から、令和２年度から令和４年度版では、「座間市自治会総連合会及び各

自治会の自治会活動に要する経費に対して補助金を交付します。」と変わり、自治会等の自主性を尊

重することや活動の活性化を望むことが除かれています。 

ここで、まず当局へ伺います。総合計画実施計画書（令和２年度～令和４年度）では、同計画書

（平成31年度～平成33年度）から繰り返しになりますが、事業目的では自治会加入率の向上を目指す

ことが除かれ、事業内容では自治会等の自主性を尊重することや活動の活性化を望むことが除かれて

います。この理由について明らかにしていただくよう求めます。 

次に、総合計画実施計画書と令和３年２月に発行された市政運営指針実施計画書（令和３年度～令

和５年度）、令和３年11月発行された同実施計画書（令和４年度～令和６年度）の自治会に係る政策

17、コミュニティ活動の表記内容を比較します。総合計画実施計画書にある実施計画事業の中の自治

会活動助成事業が、市政運営指針実施計画書の重点事業の中では、地域自治振興事業となっています。

この地域自治振興事業は、令和３年度予算から各戸配布物配達事業、地域集会所整備助成事業、自治

会活動助成事業の三つの事業が統合されたものであり、事業目的や事業内容の表記内容が異なること

は理解をするものですが、事業の成果指標などは示されていません。これは、単純に総合結果実施計

画書と市政運営指針実施計画書の性質が異なるために、表記方法も変わってくるのかもしれませんが、
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確認のために当局へ伺います。 

市政運営指針実施計画書において、それぞれ重点事業に指標が示されない理由を伺います。また、

市政運営指針実施計画における地域自治振興事業では、自治会加入率をどのように考えられておられ

るのか、明らかにしていただくよう求めます。 

次に、令和３年10月に発行された第四次座間市総合計画の取組結果では、政策17、コミュニティ活

動の目指す姿の実現に向けた取組結果として、本施策のまちづくり指標は二つのうち一つ、目標を達

成しました。令和元年12月１日には本市の北の玄関口に当たる小田急相模原駅前に、多世代にわたる

市民の新たな交流の場としてカフェを併設した座間市立市民交流プラザ（プラットざま）を開設しま

したと表しています。また、まちづくり指標はコミュニティセンター１施設の月平均利用者数、令和

２年度目標値2,918人に対し、実績値1,066人となり、目標未達、市民の地域に対する愛着が深まり、

連帯意識が強まってきていると思う市民の割合は、令和２年度目標値23％に対し、実績値24.3％とな

り、目標達成ということが示されています。 

さらに、施策の方向としては、計画期間中の総事業費（決算ベース）と合わせ、地域コミュニティ

を推進する地域のリーダーの育成に努めますでは、職員給与費のみで対応（もともと実施計画事業は

ない）、コミュニティ施設の維持管理に努めますでは、コミュニティセンター管理運営事業ほか２事

業、12億9,750万円、それから、各種団体や市民による地域活動等が活性に行われるように努めます

では、自治会活動助成事業ほか４事業、４億673万5,000円と示されています。 

また、施策全体の主な取組としては、コミュニティセンターの環境整備（空調改修工事、屋上防水

などによる施設の長寿命化）、座間市立市民交流プラザ（プラットざま）開所、自治会加入促進の三

つの取組が表されています。 

そこで、当局に伺います。総合計画実施計画書に表記されている施策の方向の、地域コミュニティ

施設の維持管理に努めますでは、実施計画事業に市民交流プラザ管理運営事業の１事業、同じく施策

の方向の各種団体や市民による地域活動等が活発に行われるよう努めますでは、実施計画事業に市民

ふるさとまつり開催事業、地域集会所整備助成事業、自治会活動助成事業の三つの事業になっていま

す。これは、取組結果にある表記内容とは異なります。この違いについて、当局に伺います。 

また、施策の方向における、それぞれの実施計画事業の結果はどうなったのか。実施計画事業にお

ける事業目的や事業内容、事業費、成果指標や活動指標の指標値の結果はそれぞれどうなったのか、

明らかにしていただくよう当局に求めます。 

次に、小項目（２）自治会等への新しい支援について。モニター画面を切り替えてください。総務

省は、今年４月５日に、地域コミュニティに関する研究会報告書を公表しました。地域コミュニティ

に関する研究会をこれ以降、研究会と略称させていただきます。この研究会は目的を、地域社会にお

いては、地域福祉や防災など、複雑化する課題への対応の必要性は高まっているが、自治会等の加入

率の低下など、地域のつながりの希薄化への危機感は一層高まっているとともに、コロナ禍の影響に

より活動に制約が生じている。他方で、地域活動を効率化し、効果を高める手段としてデジタル技術

への活用の期待も高まっている。こうした状況を踏まえ、自治会、地域運営組織、ＮＰＯなど、地域

コミュニティの多様な主体が、地域社会において変化するニーズに的確に対応できるようにするため

の方策について、地域活動のデジタル化にも着目し、先進的な自治体や地域コミュニティの取組を全

国の自治体にフィードバックすることを念頭に置いて、検討することにして設置されております。 

研究テーマは、「１．変化するニーズと地域コミュニティによる対応」。「変化の要因」として

「ライフスタイルや地域ニーズの変化、コロナ対応に伴い生じた変化」、「環境の変化により活動が
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期待される分野」として、「子ども・高齢者等の居場所づくり、高齢者交流、声かけ・見守り、買い

物支援、防災訓練等」、「行政の支援の手法（例）」、「場所づくり」として「集いの場や避難所と

なる公共施設等の整備・修繕、子どもの居場所づくりの促進等」、「人材づくり」として「研修会の

開催、地域団体間（ボランティア・ＮＰＯ等を含む）や専門人材との関係構築（コーディネーターと

しての役割）等」。「２．地域活動のデジタル化」。「従来の活動の効率化」として「電子回覧板の

導入、総会の委任状の電子化、イベントや美化活動の出欠確認・開催中止連絡等の迅速化」、「今後

活動が期待される分野への貢献」として「地域福祉、防災分野等の活動に寄与するデジタル化（地域

の居場所や各種支援情報の見える化、未読者への安否確認、非接触による高齢者等の感染対策等）」。

「高齢者等へのデジタル活用支援」。 

研究会の構成員は学識経験者８名で構成され、令和３年７月から令和４年３月まで、計６回の会議

が開かれ、令和３年７月中旬から８月中旬の間に、1,741市区町村を対象とした自治会等に関する市

町村の取組についてのアンケートを実施しました。 

アンケートの構成は、第１、基礎データの確認として、問１の令和３年４月１日現在の自治会数、

問２の自治会全体及び個々の自治会について何を把握できているか、問３の自治会の加入率の推移、

加入率の算出方法、問４の補助金等を支出している自治会数などを明らかにするように求められてい

ます。 

次に、第２、変化するニーズへの対応では、問５から問18の設問があり、貴市区町村では自治会の

負担軽減のため、どのような取組をしていますか、自治会に対して期待する方向性（加入促進、活動

活性化、男女共同参画等）を条例や計画等において定めていますか、自治会に対して期待する方向性

の中に、定量的なものはありますか、期待する方向性に向けて、自治会を対象とした施策を講じてい

ますかなど、回答を求められています。 

また、第３、地域活動のデジタル化では、問19から問24により、貴市区町村の自治会ではどのよう

なデジタル化が行われていますか、今後さらにデジタル化を進めていく上でどの分野が有効であるか

と考えますか、デジタル化について、貴市区町村として支援をしている、または支援をする予定です

か、今後、自治会や地域活動のデジタル化を推進する場合、何が最も課題となると認識していますか

などの回答を求められています。 

そして、最後に第４、コロナ禍における対応として、問25では、上記の設問で回答した施策以外で、

コロナ禍を契機として貴市区町村が自治会に対して実施された新たな施策はありますか、該当があれ

ば自由に記載してくださいとしています。 

そこで、まず当局へ伺います。令和３年７月中旬から８月中旬の間に、1,741市区町村を対象とし

て実施されたという、自治会等に関する市町村の取組についてのアンケートについて、本市も回答さ

れていると思いますが、本市として、該当しない問いは除き、どういった問いに対してどのように回

答されたのか明らかにしていただくように求めます。 

次に、研究会では、このアンケート結果を基に、（１）地域活動のデジタル化、（２）自治会等の

活動の持続可能性の向上、（３）地域コミュニティの様々な主体間の連携、以上、三つの視点から課

題とその対応について検討され、４月５日に研究会報告書の公表に至っています。報告書については、

50ページにわたるため、この三つの視点の結論だけをご紹介します。 

まず、１点目の地域活動のデジタル化を進める視点については、行政を含めた社会全体のデジタル

化が進む中で、情報共有を効率化し、新たなサービス・価値を地域住民が受けられるようにするため、

コロナ禍のピンチをチャンスと捉え、現役世代や若者の積極的な参加を促しつつ、市区町村が自治会



-4- 

等の地域活動のデジタル化のために積極的に取り組むことが有効であると示されています。デジタル

化の具体的な取組として、汎用性があるソフトウエアか、自治会等の特定のニーズに対応したソフト

ウエアかを選ぶ際には、ニーズと費用負担のバランスや、将来的ニーズが変化した際にあまり負担が

ない形で柔軟に対応できるか等の様々な要素を考慮すること、また、災害時用アプリを導入する際に

は、平時の情報共有等にも利用できるものにする観点が重要であることを明らかにしています。さら

に、自治会等の連合会等と協力し、広域で推進すれば、一斉配信等の実施が容易になることや、デジ

タル化に伴うものも含めた住民の個人情報に関して自治会等が個人情報保護法に基づく措置を講じる

必要性に改めて注意を促すとともに、当該措置に係る市区町村の周知・協力の重要性についても触れ

られています。 

２点目の自治会等の活動の持続可能性を向上させる視点については、自治会等の役員・運営の担い

手不足、加入率の低下等により、活動範囲の縮小・停滞に陥るリスクが高まっており、活動の持続可

能性を向上させるため、自治会等の自己改革のみならず、市区町村として、加入促進の支援や、デジ

タル化など市区町村全体の業務の見直しと一体的に、自治会等の負担軽減のための行政協力業務の部

局横断的な見直しを推進することが必要であることを示されています。 

自治会等の加入率の向上に向けた市区町村の取組としては、条例や計画等に目標等を設けるのみな

らず、ニーズに即した具体的な取組を行うことが重要であり、加入案内を作成する際には活動内容・

収支、加入のメリット、加入者に求められる役割等を丁寧に伝えることとし、地域の実情に応じ、学

生向けパンフレット、不動産業界との協定、アドバイザーの活用など、適切な手法を組み合わせるこ

とが必要であることを明らかにしています。 

さらに、市区町村が、地域担当職員制度を導入したり、地域おこし協力隊や集落支援員といった外

部人材等を活用したりすることは、単に自治会等の負担軽減に止まらず、地域課題を解決するための

市区町村自体の施策展開に役立つことについても触れられています。 

３点目の地域コミュニティの様々な主体間の連携を強化する視点については、防災や地域福祉分野

等において自治会等やＮＰＯを含めた地域コミュニティの様々な主体間の連携を促進するためには、

市区町村において、例えば地域の居場所づくりというコンセプトで包括的に多様な主体に係る情報を

把握し、マップに落とし込む、見える化することを前提に、子供食堂のような明確な目的を持った活

動を中心として、連携のコーディネーターを活用し、資金面・非資金面の支援を行うことが期待され

ることを示されています。 

連携のコーディネーターの役割に関しては、市区町村等の行政主体が、必要に応じて中間支援組織

や自治会等の連合会組織等の協力・了解を得ながら、連携のサポートをすることが適切であるが、職

員以外に、防災や居場所づくりといった形で目的を明確化させたコーディネーターを養成し、組織内

の意思疎通や他団体との連携を担うことの必要性も明らかにしています。 

さらに、主体間の連携を進めるため、資金面での支援を行う際、必ずしも市区町村等の行政主体か

らの補助金だけに頼らず、企業の寄附、クラウドファンディング等を促して、企業や住民による金銭

面での地域活動への参加を働きかけることが考えられることや、市区町村で推進計画等を定めるとい

った非資金面の支援を行うことにより、サポートする企業や住民が増える好循環が期待されることに

も触れておられます。 

研究会は、「こうして検討を進めてきた三つの視点については、互いに独立したものではなく、各

視点に係る取組を進めることが他の視点に係る取組を進めやすくなるという関係にある」とおっしゃ

っています。 
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モニター画面を戻してください。報告書のまとめでは、全国の市区町村の地域コミュニティの取組

や施策の状況を共有するとともに、各市区町村及び地域の独自の取組を支援するため、三つの視点に

分けて検討してきたが、その価値は、各市区町村及び各地域コミュニティにおいて、どれだけ本報告

書が参照され、その結果、変化する住民ニーズに対応した地域活動を持続可能な形で行うための多種

多様な新たな取組がどれだけ実施されたかにより判断されるべきである。したがって、本研究会とし

て、総務省に対して、本報告書及び概要資料の周知に万全を期すとともに、都道府県と市区町村の協

力も得ながら、定期的に新たな取組の実施状況のモニタリングを行うことを提案されています。 

そこで、佐藤市長にお伺いするものですが、この研究会が示された地域活動のデジタル化を進める

視点、自治会等の活動の持続可能性を向上させる視点、地域コミュニティの様々な主体間の連携を強

化する際の視点、これらの課題とその対応策について、佐藤市長の率直な見解を伺います。 

次に、大項目２、コンプライアンスの推進強化について、当局並びに佐藤市長に伺います。 

まず、小項目（１）職員等の公益内部通報に関する取組について。 

さきの第１回定例会の一般質問でも申し上げましたが、公益通報者保護法の一部を改正する法律が、

令和２年６月12日に公布され、令和４年６月１日の施行に向けて準備が進められてきたところであり

ます。消費者庁では、令和３年８月20日に、公益通報者保護法第11条第１項及び第２項の規定に基づ

き、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指針を公表し、10

月には公益通報者保護法に基づく指針（令和３年内閣府告示第118号）の解説も公表されました。そ

して、改正法及び指針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

の通報）、これ以降、ガイドラインと略称しますが、このガイドラインの改正案を策定し、所要の調

整を経た上で、令和４年３月に公表されています。 

第１回定例会の一般質問では、こうしたことを前提に、私から、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求め、総務部

長からは、「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」との答弁をいただいています。 

まずは、本市における職員等の公益内部通報に関する要綱改正の進捗状況について、当局に伺いま

す。 

次に、小項目（２）市長のコンプライアンスについて。 

小項目（１）職員等の公益内部通報に関する取組についてと同様、さきの第１回定例会の一般質問

では、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、企業に関する記事、そして、写真を使用する許諾はどうされたのか、

事実関係について質問しました。それに対し、佐藤市長からは、「後援会から私に対しまして写真提

供の依頼があり、私が写真に写っている方々、企業などに承諾を得て、掲載をしたものでございま

す」との答弁がありました。この答弁に対して、私の知り得る限りだと、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。おかしくないですか。まし

てや日産自動車株式会社の担当者は、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

ることは知らないのですよ。これは、問題ですよと指摘をし、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、見解を伺ったところです。 
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まずは、その後の経過について伺います。本件について、事実関係を調査したり、庁内で内容を共

有し、注意喚起をしたり、何らかのアクションをされたのかどうか、佐藤市長に伺います。 

次に、前述の案件については、さきの一般質問で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と指摘をさせていただき、座間市行

政の長として、繰り返しになりますが、行政内部における佐藤市長のコンプライアンス意識の高陽を

求めさせていただきました。 

今回は、この行政内部でのコンプライアンス意識に加えて、対外的なところにおける佐藤市長のコ

ンプライアンス意識について伺います。佐藤市長は座間市の代表として、近隣自治体の市長や県内、

全国の市長あるいは友好交流都市である大仙市や須賀川市の市長や関係者、共に創る共創によるまち

づくりに欠かせない市民、団体、企業などの皆さんとお会いになり、お話や情報交換、意見交換をさ

れていることと存じます。こうした方たちと個々にお話になる場合あるいは多くの方たちが集う場、

時期的には総会などが当たりますが、そうした場でお話や挨拶をされる場合などにおける佐藤市長の

コンプライアンス意識はいかがでしょうか。どのようなことを意識され、気を遣われ、お話や情報交

換、意見交換をされているのかお伺いし、１回目の質問とします。（拍手） 

 

〔答弁〕市長 

沖本議員から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、私からは、タウンニュースの記事についてご質問をいただきました。今後、市長としての立

場を公務と政務との区別を意識してまいりたいと考えております。 

次に、市長のコンプライアンス意識として、どのようなことを意識して対外的にお話しされている

のかについて、ご質問をいただきました。市長として、公の場で市民の皆様と対話をし、情報交換な

どをする場合は、まずは非公開情報などに配慮をし、相手の状況を鑑みながら対話をすることを心が

けております。その上で、本市の魅力や取組など、より多くの情報を分かりやすくお伝えできるよう

に、そして、できる限り前向きでポジティブな情報をお伝えできるように意識をしております。 

次に、地域コミュニティに関する研究会から示された三つの視点から捉えた、地域コミュニティの

課題と対応策についての見解について、お答えをさせていただきたいと存じます。 

１点目の地域活動のデジタル化を進める視点については、この研究会の報告書にもあるように、地

域活動のデジタル化を進めることによって、自治会などの内部における情報共有の効率化、迅速化、

行政と自治会などとの間の連絡調整の合理化が図られるだけではなく、地域活動への参加促進や高齢

者や子供の安否確認などの発展性も期待をされます。 

一方で、デジタルに慣れていない方や経済的な事情などでデジタル利用が困難な方への対応や利用

環境の整備、情報セキュリティー、新たなシステム導入や維持に係る費用など、解決しなければなら

ない課題も多いのが現状であると思います。 

また、コロナ禍において、非接触、非対面での生活や経済活動が進み、他者との接触機会が減少し

たことで、孤立感や孤独感を感じる方が増加したとも言われております。それぞれの自治会によって、

方針や運営状況が異なることから、地域活動のデジタル化については、各自治体によって個々に必要

性を判断されるべきものだと考えますが、デジタル化に関する情報提供やデジタル化を希望する自治

会などへの支援については、この研究会の報告書なども参考にしながら、研究をしてまいります。 

次に、２点目の自治会などの活動の持続可能性を向上させる視点についてですが、地域福祉、防災

などの複雑化する課題への対応の必要性が高まっており、地域コミュニティの中心的な存在である自
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治会などの活動を持続させることが大変重要だと考えております。そのためには、自治会などの自己

改革のみならず、行政による支援や取組が重要であることについても認識をしております。 

現在、本市では自治会の負担を軽減するために、本市の会議などの役員等について、各部署で必要

性を見直し、負担の解消に向けた対応を進めているところでございます。また、自治会に対する市民

の関心や理解、自治会加入促進につながる各自治会や市自治会総連合会の皆さんの取組に対して行っ

てきた支援は、継続してまいりますが、市自治会総連合会などのご意見を伺い、他市の事例なども参

考にしながら、新たな支援や取組について研究をしてまいります。 

次に、３点目の地域コミュニティの様々な主体間の連携を強化する際の視点について、自治会以外

で地域活動を行っている様々な団体との協力関係を強化し、それぞれの専門性や持ち味を生かし連携

することが、自治会や各団体の負担軽減や地域の活性化につながるものと考えております。地域コミ

ュニティの様々な主体間の連携を強化するために、本市としても関係部署が連携をし、庁内横断的な

対応や支援ができるような体制づくりや先行して施策を講じている自治体などについて、研究を進め

てまいりたいと存じます。 

私からは以上でございます。 

 

〔答弁〕企画財政部長 

座間市市政運営指針実施計画書について、ご質問をいただきました。 

同実施計画書では、全ての事業が目指すまちの姿の実現に向けて取り組むべき内容であるという視

点の下、全事業を実施計画対象事業とし、計画期間における事業の基本的な方向性を示すとともに、

計画期間に重点的に取り組む事業を重点事業と位置づけ、取組内容を記載しています。 

その上で、指標については施策として、まちづくり指標を定めていること、活動については、毎年

度の予算でお示しできることを踏まえ、同実施計画書では、重点事業の事業目的、事業内容、各年度

の実施内容及び計画期間中の総事業費を示し、重点事業の必要性を明確にすることといたしました。 

 

〔答弁〕総務部長 

コンプライアンス推進、強化についてのうち、本市における職員等の内部公益通報に関する要綱の

改正状況について、ご質問をいただきました。 

公益通報者保護法の一部を改正する法律が、令和２年６月12日に公布され、本年６月１日に施行さ

れました。これに伴い、国から指針、そして、ガイドラインが公表されました。本市としましても、

法、指針などを趣旨を踏まえ、平成18年４月１日に施行した要綱について、内容を見直し、本年６月

１日から施行、運用を開始しました。 

 

〔答弁〕市民部長 

実施計画書における自治会への施策について、ご質問をいただきました。 

まず、第四次座間市総合計画実施計画書、以下、実施計画書と言います。（令和２年度～令和４年

度）では、自治会活動助成事業の事業目的から、実施計画書（平成31年度～平成33年度）には記載さ

れていた、自治会加入率の向上を目指すことが除かれ、事業内容では、自治会等の自主性を尊重する

ことや活動の活性化を望むことが除かれている理由についてですが、同事業の目的は、自治会が主体

となり、まちづくりや地域の暮らしを守る取組を継続することができるように支援することであり、

自治会の加入率の向上については、目的を達成するために支援しなければならない課題の一つである
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ということから、実施計画書（令和２年度～令和４年度）の事業目的からは除きました。また、事業

内容については、主な施策について具体的に記載しています。 

次に、市政運営指針実施計画における地域自治振興事業では、自治会加入率をどのように考えてい

るのかという点についてですが、地域自治振興事業については、議員がおっしゃるとおり、座間市市

政運営指針策定の際に、自治会関連の事業を統合したもので、自治会が主体となり、まちづくりや地

域の暮らしを守るための活発な取組を継続して実施できるよう支援することを事業目的としており、

自治会の加入率の低下は組織力の低下にもつながりますので、加入率向上につながる支援については、

本市が言及し、取り組まなければならない課題であると考えています。 

次に、実施計画書（令和２年度～令和４年度）の施策の方向に記載されている実施計画事業が、取

組結果にある内容とは異なる点についてですが、実施計画については、多様化する市民ニーズに応え

るため、地域社会全体を見通し、長期的視点で事業の効率性、有効性、必要性を精査し、計画期間を

３年として策定してきました。また、実施計画は毎年度の予算編成の指針となっており、新規事業や

施策目標の実現に寄与する度合いが高い事業、市の補助事業等を実施計画事業として、実施計画書に

記載してきました。 

一方で、第四次座間市総合計画の取組結果については、10年間の計画期間におけるまちづくり指標

の推移や目標年度の達成状況、各施策の取組をまとめたものであることから、実施計画書（令和２年

度～令和４年度）とは異なる表記内容となっています。 

次に、実施計画書（令和２年度～令和４年度）の計画期間のうち、総合計画の終了年度である令和

２年度までの結果について、お答えします。 

市民交流プラザ管理運営事業については、令和元年12月に座間市立市民交流プラザ（プラットざ

ま）を開設し、多世代交流を促進し、新たなコミュニティの形成を図る目的で、コミュニティカフェ

事業を取り入れた新しい形の施設運営に取り組みました。活動指標の年間施設利用者数について、令

和２年度は１万2,250人を目標値としました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、施

設利用休止や利用時間の短縮等を余儀なくされた期間もあり、令和２年度の施設利用者数は5,131人

で、目標値を達成することはできませんでしたが、コロナ禍にあっても勉強、テレワークなどの施設

利用があり、貸室利用者の半数以上が学生を除く65歳未満の現役世代という、他のコミュニティ施設

とは異なる特性が見られたことや、子供連れの利用もあり、事業目的である新たなコミュニティの形

成につながる結果であったと捉えています。 

市民ふるさとまつり開催事業については、郷土愛を醸成し、連帯感の向上を図ることを目的として、

開催経費に対して補助金を交付するもので、市民ふるさとまつり参加者数を活動指標としましたが、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、令和２年度は中止となりました。 

地域集会所整備費助成事業については、活発な自治会活動が行われるよう、地域の活動拠点となる

集会所の新築、増改築、修繕等に要する経費に対し補助金を交付しました。活動指標の地域集会所整

備費等補助件数については、年度の目安となる数値ですが、令和２年度は39件を指標値とし、実績は

28件でした。 

自治会活動助成事業の事業目的については、先ほど申し上げたとおりですが、成果指標の自治会加

入率については、令和２年度は５月１日時点の目標値を50.1％としましたが、結果は45.8％でした。

本市では、補助金の交付以外にも加入率向上に向けた自治会の取組をサポートしてきましたが、結果

については期待どおりの結果が出なかったものと受け止めております。 

次に、自治会等に関する市町村の取組についてのアンケートについて、本市がどういった問いにど
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のように回答したのかということですが、同アンケートの構成については、議員がおっしゃるとおり

で、１項目めの基礎データの確認では、自治会数、自治会情報の把握状況、自治会の加入率の推移、

補助金等の支出状況等について、本市の現状について回答しました。２項目めの変化するニーズへの

対応では、自治会の負担軽減のための本市の取組として、行政が委嘱する委員の推薦依頼の見直し、

自治会に対して期待する方向性に向けての施策として、財政的支援等、また、地域ネットワーク強化

や人材育成支援の取組として、意見交換会等の開催などを行っているという回答をしました。 

３項目めの地域活動のデジタル化では、本市では現在、自治会の地域活動のデジタル化についての

支援はしていないという回答をしました。 

４項目めのコロナ禍における対応では、自治会に対して実施した施策は書面協議と回答しています。 

 

〔質問〕沖本 

それでは、いただいた答弁に対して、質問した順に再質問を行わせていただきたいと思います。 

まず、大項目の１、（２）自治会等への新しい支援についてということで、アンケート結果につい

て、市民部長から答弁をいただきました。これは、質問書を書いていると同時に、少し気になった、

先ほど市長にも答弁していただきましたけれども、デジタル化のところなのですけれども、こちらの

ところにちょっと注目をさせていただいて、どういった回答をされたのか、事前にお聞かせいただい

たところであります。そこに関して、少しお聞きしたいと思います。 

アンケートの第３、地域活動のデジタル化のところで、問19、貴市町村、市区町村なのですけれど

もね、自治会でどのようなデジタル化が行われていますか、該当するものを以下より選択をしてくだ

さいということで、複数回答が可になっています。また、導入している自治会を何団体把握していま

すかという設問にも、事前に調査をさせていただきました。これが回答されていなかったということ

なのですね。この選択番号の０、該当なしというのを選択されていないということなのですね。当局

として、本市の自治会のデジタル化に関して何も把握していないという意思表示だったのか、それと

も本市の自治会では、デジタル化が行われていないという事実を、これは把握した上での意思表示な

のか、どちらなのかでしょう、そこを伺っておきたいと思います。 

次に、問の20、今後さらにデジタル化を進めていく上で、どの分野が有効であると考えますか、複

数回答可という設問には、選択番号の１番、電子回覧板による情報伝達の速達性の確立、事務の簡素

化、それから４番、災害時における安否確認、６番、自治会費等の集金の電子決済という回答を本市

はされています。また、問21、自治会の地域活動のデジタル化について、貴市区町村として支援をし

ている、または支援をする予定ですか、一つだけ選択してくださいという設問には、選択番号の４番、

支援をしていないし予定もないという回答をされています。さらに、問24、今後、自治会の地域活動

のデジタル化を推進する場合、何が最も課題となる認識していますか、一つだけ選択してくださいと

いう設問には、選択番号の４番、導入費や維持費が不明であり、自治会の財政を圧迫する可能性があ

るという回答をされています。選んでいます。 

もちろん、この第３、地域活動のデジタル化の問20、21、24、この設問の仕方や選択する回答の表

現も、これってどうなのだろうなというのもあるとは言えますが、まずは本市として、地域活動のデ

ジタル化についての考え、アンケート調査が行われた令和３年７月中旬から８月中旬頃における本市

の考え方と捉えておきたいと思います。 

先ほど、市長からも、デジタル化についてはるる答弁をいただきましたので、それは理解をするも

のであります。その上で、地域活動のデジタル化については、令和３年第１回定例会の一般質問、前
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任者、京免康彦議員が自治会の活動をサポートする地域ＩＣＴプラットフォームについてという質問

項目で、具体的には、新しい生活様式を取り入れた自治会の活動をサポートする地域ＩＣＴプラット

フォーム、結ネットというアプリを紹介されています。結ネットとは、平常時は地域の電子回覧板や

自治体、店舗からの情報発信ツールとして利用し、災害時には安否確認システムとして活用できるア

プリであり、当局に対して、こうしたアプリを積極的に研究していただき、本市の自治会総連合会と

連携して取り組んでもらいたいという提案型の質問をされています。この質問に対して、市民部長か

らは、「地域ＩＣＴについては、一般家庭におけるスマートフォンやパソコンの普及により可能とな

ったサービスの一つであると認識しており、コロナ禍における情報発信や若い世代の新たな加入者を

呼び込むためのコミュニケーションツールとして利用されるようになったことは認識しています。そ

の活用については、顔の見える関係で支え合い、誰もが安心して地域で生活するための地域コミュニ

ティとして重要な役割を担っている自治会の活動に様々な影響を与える可能性があることが考えられ

るため、そういった影響なども踏まえながら今後研究してまいります」という答弁をされています。

また、こうしたアプリの事例を自治会総連合会へ紹介し、活動の活性化を求める再質問に対しては、

「私どももその有効性についても認識はしておりますので、有効な情報とかがありましたら、私たち

も自治会に情報提供をしたり、そういったことに努めてまいりたいと思います」と答弁をされていま

す。 

佐藤市長には、先ほど来、申し上げていますが、研究会が示された地域活動のデジタル化を進める

姿勢についての見解を伺ったところでありますが、今回、研究会が示された地域活動デジタル化を進

める提言、また、今述べた当局の答弁からもう１年以上、また、アンケートの回答からはもう10か月

以上経過していることからも、本市において、自治会の地域活動のデジタル化を推進していこうとい

う考えに変化はあったのでしょうか、ないのでしょうか。あるとすれば、どのように考えておられる

のか、改めて当局に伺っておきたいと思います。 

次に、研究会が示された地域活動デジタル化を進める視点、そして、自治会等の活動の持続可能性

を向上させる視点、地域コミュニティの様々な主体間の連携を強化する際の視点、これら、三つの視

点の課題とその対応策について、佐藤市長に率直な見解を伺いました。佐藤市長としては、研究会が

示された、この三つの視点における、その課題と対応策についてはおおむね理解をする。逆に座間市

としての考えをしっかりとお持ちになっていることが分かりました。 

その上で、詳しく佐藤市長にお聞きしてまいります。ご存じのように、第五次座間市総合計画は、

令和５年４月にスタートさせるべく、鋭意進められており、直近では５月10日から16日にかけて、ま

ちづくり懇談会を実施され、５月20日から６月19日までの間には、「第五次座間市総合計画－ざま未

来プラン－基本構想素案」に対する意見公募、パブリックコメントが、今、実施されているところで

あります。これまで「未来デザイン会議」や将来のまちづくりに関するアンケート調査、分野別、地

区別オンライン懇談会、「－ざま未来プラン－基本構想骨子案」に関する意見公募、パブリックコメ

ントを実施されています。また、令和３年度の総合計画審議会が、今年１月31日と３月28日、２回開

催されています。これらの中から、研究会が示された視点にも係る内容として伺います。 

本市のホームページから閲覧できる座間市「未来デザイン会議」結果報告書の４ページには、３、

意見のまとめ、（１）未来の提案と六つのテーマ整理として、「活力・にぎわい」「子育て・教育」

「協働・ひと」「都市空間・生活環境」「公園・緑地・水」「行政サービス」の六つのテーマごとに、

「未来デザイン会議」で出された意見を表でまとめられています。この中の行政サービスには、街を

よくするために自治会等の加入率の向上という意見が示されています。同じく分野別団体懇談会、地
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区別懇談会、オンライン懇談会実施結果という資料の３ページには、それぞれの懇談会で出された意

見を、まちづくりのテーマ、分野、施策検討をキーワードに分類されてまとめられた表があります。

その中で、まちづくりのテーマ、生活環境、分野、危機管理、施策検討キーワード、災害対策には、

「自治会の自主防災会として地区防災計画を策定したが広がっていない、もっと行政側の支援が必

要」という意見、また、まちづくりのテーマ、福祉分野、地域福祉、施策検討キーワード、団体など

の支援には「自治会や老人クラブなどの加入率が低い、地域の活動団体への支援」という意見が示さ

れています。 

さらに、「第五次座間市総合計画－ざま未来プラン－基本構想骨子案にご意見を」という表題で登

録されたホームページには、「（参考資料）これまでの市民参加結果」という資料が公開されており、

その３ページに（４）地区別懇談会、主な意見の中にも、「地域の課題（自治会加入率、自然災害・

交通などの安全安心、公共施設利用の利便性など）」と示されています。 

また、この意見公募、パブリックコメントの実施結果資料の２ページには、「高齢化率３割を超え

ると予想されるこれからの８年、特に地域での助け合いと移動の足の確保が重要となると考える。人

口減少の（２）では「地域で支えあう地域福祉の充実が求められます」との一文が入っているが、地

域福祉をどう充実するのか、自治会の加入率が下がるなか具体的な対策が見えない。その一案として、

これまでの自治会への補助金交付による地域づくりにとどめず、自治会を基盤としながらそれを拡げ、

地区での市民が自治する組織を促し、助け合いや防災を中心とした活動に地域づくり予算をつけ、市

職員は（市の担当課の業務を担いながら）担当地区支援（アドバイザー）に入り、市民と協働で地域

福祉を進めていくことを提案する。」という意見が示されています。 

次に、総合計画審議会の議事録から抜粋して紹介させていただきますが、第１回審議会では、「行

政が自治会の加入をどのようにして上げていくのか、ただチラシを配る、言葉で言うだけでは、一つ

も加入率のアップにはならないのではないのかなと。その加入率アップにならないこと自体が、今度

は防災訓練をやっても人が集まらないという話になって、防災にも影響してくるということだと思い

ますので、この、地域の「ひと・まちが輝き」の中に、地域の活性化をどのように入れていくかとい

うことを具体的にこれから提言していきたいな、と思っています。」という意見がありました。 

また、第２回審議会では、「町内会と言うか、全然違うのですよね。小学校の学区というのと自治

会が全然区割りが違いますし、さらに社協で地区社協というのを作っていますけれども、地区社協も

全然違うのです。ずれているのです。それはそれで今は仕方がないのかもしれないですけれど、地域

を活性化させていこうねという時に一緒であれば、全部一緒にできてしまうのですよ、理想論ですけ

れどもね。その辺に少しメスを入れていかないと、なかなか大変なのではないか」という意見もあり

ました。こうした市民から寄せられた自治会に関する意見、要望、これらは先ほどの三つの視点と重

なるものであると考えております。 

そして、このキーワード、この自治会に関する意見、要望の中にあるキーワードとして、やはり加

入率、そして行政支援という言葉ということがうかがい知ることができます。研究会が示された三つ

の視点を理解され、そして何よりも多くの市民の声を聞かれた佐藤市長としては、第五次総合計画の

中で、正確に言えば実施計画の中になるのかもしれませんが、自治会加入率の向上を指標値として、

あるいは達成すべき目標値として掲げ、行政支援をしっかりとやっていこうというお考えなのか、改

めて明らかにしていただきたいと存じます。 

次に、コンプライアンスの推進について、再質問をさせていただきます。 

モニターを切り替えてください。職員等の公益内部通報に関する取組についてということで再質問
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をさせていただきます。 

非常に短い期間の中での要綱の改正だったと思います。そのご労苦に敬意を表するものであります。

１回目の質問で述べたガイドラインの概要としてなのですけれども、まず、その趣旨としては、公益

通報者保護法（平成16年６月公布、平成18年４月施行）を踏まえ、地方公共団体において、内部職員

等からの通報及び外部の労働者等からの通報に適切に取り扱うため、各地方公共団体が取り組むこと

が求められる基本的事項を定めた指針であり、地方自治法第245条の４第１項の規定に基づく技術的

な助言として位置づけられていること。改正の経緯としては、１回目の質問で述べたとおりです。 

主な改正の内容ですけれども、まず、内部通報用ガイドラインでは、従事者の指定や組織の長、そ

の他幹部からの独立性確保と、指針において新たに義務づけられた事項を付記する等、指針との整合

性を確保するために必要な範囲で修正されています。 

また、外部通報用ガイドラインでは、法改正による改正点、保護される通報者の範囲と保護要件の

拡張を反映するとされています。 

さらに、内部通報用ガイドラインにおける改正ポイントを申し上げると、１、公益通報対応業務従

事者（刑事罰つきの守秘義務を負う）の指定、２、組織の長、その他幹部が関係する事案について、

これらの者からの独立性を確保する措置の実施、３、範囲外共有を防止する措置、通報者を特定しよ

うとする行為を防止する措置の実施ということが示されております。 

そして、最後に、消費者庁としては、令和４年６月１日の改正法の施行に向け、各地方公共団体に

おいて本ガイドラインを踏まえた内部規程の策定、改正等を行った上で、制度の整備を順次進めてい

ただくよう働きかけていくとされています。 

こうしたことを受け、本市においても要綱改正が進められたわけです。再質問としては、本市では、

このガイドラインを基に、現行の要綱をどのような手法で、どのように改正されたのか、当局に伺っ

ておきます。 

次に、大項目２、（２）の市長のコンプライアンスについてですが、私、１回目の質問では、本件

について、事実関係を調査したり、庁内で内容を共有し、注意喚起をしたり、何らかのアクションを

されたかどうかを伺ったのですけれども、市長からは、特にアクションを起こしたということはおっ

しゃっていないようでした。 

それでは、再質問させていただきます。この案件の事の重大さというのを佐藤市長と当局皆さんは、

あまりお感じになっておられないのですかね。まず、ご自身の後援会記事をタウンニュースへ投稿す

るために当たって、企業との調整などを、これ市の職員が携わっています。これは地方公務員法第36

条に抵触することになるのではないでしょうか。こうしたことは改めてしっかりと事実関係を確認し、

幹部職員をはじめ、全ての職員と共有され、再発防止に努めるべきではないでしょうか。改めて佐藤

市長の見解を伺っておきます。 

また、日産自動車に対しては、佐藤市長から謝罪をされ、改めて正式に書面などで許諾を求めるな

どされなかったのでしょうか、明らかにしていただきたいと思います。 

次に、外部的なコンプライアンスのところなのですけれども、答弁では、ちょっと書き切れなかっ

たのですけれども、丁寧な説明に心がけてご挨拶なり、その説明をされている答弁だったと思います。 

細かいことなのですが、事例をまた一つ挙げさせていただきます。４月26日に開かれた令和４年度

の一般社団法人座間市観光協会通常総会において、私は残念ながら出席しておりませんが、出席され

た方から、これはお聞きした話になります。この総会において佐藤市長から、ご参会の皆さんに公式

ＬＩＮＥ、これは、座間市の公式ＬＩＮＥですね。公式ＬＩＮＥをぜひＰＲに使っていただければと
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呼びかけられたと伺いました。そして、この方がおっしゃるには、公式ＬＩＮＥは誰でも簡単にＰＲ

に使えるものなのかという危惧を感じられたとのことです。 

座間市ＬＩＮＥ公式アカウント運用要領、ちょっと確認させていただきました。この運用管理の第

４条に、当アカウントについて、情報配信の管理は広報主管課、運用の管理は情報システム主管課が

行うものとする、そして、その第２項、セグメント情報の配信及び各種サービスの管理は各事業主管

課が行うものとすると定められています。 

また、サービスの内容、第５条には、市が当アカウントにより提供するサービスは、次のとおりと

するとあり、（１）の災害時等における災害関連情報及び市民生活に特に影響を与える情報の配信か

ら、（９）のその他、運用、広報主管課長が必要と認める情報の配信などが定められ、配信及び投稿、

第６条には、一斉配信及びタイムラインによる投稿は広報主管課、セグメント情報の配信は各事業主

管課が行う、その第２項には、配信及び投稿の内容は、原則として市ホームページで公開している情

報とするなどと定められております。ぜひＰＲに使っていただければと佐藤市長がおっしゃるような、

そんな簡単なものではないと考えられますが、細かいことなのですけれども、まずはこの事実関係と、

危惧されている方がいますからね、こうした運用要領に対する認識についての公式の場、外部的な場

所でそういった説明をするときには、どのような運用要領に対する認識について、その認識について

ですね、佐藤市長の見解を伺っておきます。 

また、共に創る共創によるまちづくりに欠かせないのは、市民、団体、企業などの皆さんだけでは

なく、我々議会も含まれるのではないかと考えます。議会や会派、議員に対するコンプライアンス意

識、情報交換、意見交換、連携について、どのようなことを意識されておられるのか、佐藤市長の見

解を伺いまして、２回目の質問とします。 

 

〔答弁〕市長 

沖本議員の再質問に答弁をさせていただきたいと存じます。 

まず、自治会のデジタル化への可能性というところでございます。先ほども答弁させていただきま

したが、本市はデジタル化、そしてＤＸの推進を行っております。そういった中で、自治会のデジタ

ル化というのは、今後大変持続を可能にする可能性があると感じております。上げていただきました

アンケートの中でもお答えをさせていただいておりますが、電子回覧板ですとか、会費をデジタルで

の支払いをするなど、様々な可能性があるということは認識をさせていただいておりますし、本市の

中でもそういった取組を既にデジタル化、例えばツイッターで情報発信をされたりですとか、役員間

でデジタルによるデータの共有をされたりといった取組をされている自治会というのも事例として存

じ上げておりますし、今後はそういったデジタル化が進んでいくものだと考えておりますし、本市と

してもそういった方面への支援の可能性は探っていきたいと考えております。 

それから、次期総合計画の中での自治会の加入率について、行政指標として掲げるのかというとこ

ろでございますが、この自治会の加入率に関しましては、これまでも本市としては任意団体への支援

という形態を取ってまいりました。今後もそういった形で、任意団体の支援といった視点で行ってい

きたいと考えております。 

それから、コンプライアンスのところでございますが、タウンニュースへの掲載につきましては、

後援会に一任すべきであったと考えております。また、掲載に当たりましては、市ホームページより

引用などの記載をしていただくように、後援会にお話をすべきであったと考えております。 

それから、観光協会での事例を挙げていただきました。観光協会の総会で申し上げたことでござい
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ますが、私も一言一句全て覚えているわけではございませんが、まず、本市のＬＩＮＥの登録者数が

７万人を超えましたというお話をさせていただきました。本市としてはＤＸ化を進めておりますと、

そのＬＩＮＥのＰＲ効果というのが大変実感として感じておりますと。観光協会の事業に対して、も

しそういったご要望があれば、それは市としても対応が可能だと考えておりますし、実際にこれまで

も市が後援などを出している事業のＬＩＮＥによる広報なども行っておりますので、当然それは内部

で様々な検討をした上でということになりますが、そういった活用というのは可能であると考えてお

ります。当然個人の何かということではなく、観光協会の事業の発信ということであれば、それは可

能だと考えております。 

それから、議員とのコンプライアンスということでありますが、これは適切な距離を保ちながら、

共に座間市の未来に向けて建設的な意見を言い合える関係であるべきだと考えております。 

また、私もそうですが、市職員とも適切な距離をお互いに保っていくべき関係であるべきだと考え

ております。 

以上でございます。 

 

〔答弁〕総務部長 

職員等の内部公益通報について、再質問をいただきました。 

現行の要綱をどのような手法で、どのように改正したかについてですが、現行の要綱を基に、今回

の法改正に合わせ、国から示された指針、ガイドライン、内部規程例などを参考に、従事者の指定や

組織の長、その他幹部職員からの独立性の確保、指針において義務づけられた事項を付記するなど、

必要な範囲で改正を行いました。 

 

〔答弁〕市民部長 

地域活動のデジタル化について、再質問をいただきました。 

まず、問19の自治会のデジタル化についての把握状況についてですが、アンケートに回答した時点

では、各自治会においてデジタル化が実施されているかどうかということについて把握しておりませ

んでした。 

次に、自治会の地域活動のデジタル化については、先ほど市長が答弁いたしましたが、導入につい

ては各自治会によって個々に必要性を判断されるべきものだと考えますが、自治会への情報提供や各

自治会のデジタル化の状況や意向等について、現状を把握することは必要だと考えます。 

また、デジタル化を推進することによって、事務の効率化などにより自治会の負担軽減など一定の

効果が期待できるものと考えています。 

一方で、デジタル化に当たっては様々な課題もあることから、本市としてはメリットやデメリット

について把握し、相談があった場合には助言を行うことができるよう情報収集を進めるとともに、自

治会が導入を希望する場合には、市としてどのような支援が行えるのかについて研究する必要がある

と考えております。 

 

〔質問〕沖本 

それでは、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（１）職員等の公益内部通報に関する取組について再質問をさせていた

だきます。 
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要綱改正についての手法などをご答弁いただきました。もう少し掘り下げて伺ってまいりたいと思

います。モニターを切り替えてください。今、部長からも答弁の中にありましたけれども、ガイドラ

インの三つの改正ポイントについて、内部規程例というのが紹介されておりました。その中でちょっ

と質問していきたいと思います。 

まず、この１番目なのですけれども、見にくいと思いますけれども、公益通報対応業務従事者の指

定について、内部規程例の第２条（定義）の中で、本規程において従事者とは、通報窓口において受

け付ける内部通報に関して通報対応業務を者であり、かつ、通報等をした者を特定させる事項を伝達

される者をいうと定められています。 

次に、第３条になるかな、これまだ第２条でしたね、その後でした、失礼しました。第３条になり

ます。内部通報の体制整備の中で、本市は、本市職員等及び委託先事業者の役職員等からの通報等に

対応する仕組みを整備し、通報対応業務を統轄する通報対応責任者を置くこととし、総務部長をもっ

てこれに充てるとし、この通報対応責任者、ここでは総務部長となりますが、本市では分かりません

よね。 

次に、第４条、通報窓口の中で、本市において通報等を受け付けるために、次の通報窓口を設置し、

次に上げる者を通報窓口担当者として定め、通報等の受付を担当させ、通報対応責任者がこれを統轄

すると。先ほどの話だと、総務部長ということですね、統轄するのが。通報窓口担当者であって通報

等をした者を特定させる事項を伝達される者は、従事者として指定されると定められています。 

それから、第７条、調査の中では、通報対応責任者は、本市市長、その他本市幹部職員が関与する

法令等違反が明らかになった場合、調査に関する独立性を確保するために、外部弁護士または第三者

委員会のモニタリングを受けながら調査する、通報窓口の設置をすることとするとなっていて、第８

条では、同じく、通報対応責任者は、本市市長、その他本市幹部職員が関与する法令等違反が明らか

になった場合、是正措置の検討及び実行に関する独立性を確保するため、外部弁護士、または第三者

委員会のモニタリングを受けながら是正措置を検討及び実行すると定められています。 

次に、３、範囲外共有を防止する措置、通報者を特定しようとする行為を防止する措置の実施につ

いては、内部規程例の第18条（公益通報者保護法第３条第２号または第３号通報を行った者の保護

等）の中で、本市、本市職員等委託先事業者及び委託先事業者の役職員等は、公益通報者保護法第３

条第２号及び第３号に定める保護要件を満たす公益通報をした者に対して、当該通報したことを理由

として不利益な取扱いを行ってはならない。そして、本市職員等及び委託先事業者の役職等は、前項

に定める公益通報をした者を特定させる事項を範囲外共有してはならないとし、さらに、本市職員等

及び委託先事業者の役職員等は、第１項に定める公益通報をした者を特定しようとしてはならない、

そして、本市は第３項に違反する行為が行われた場合、当該違反者に対し、適切な処分等を科すと定

められています。 

ガイドラインの三つの改正ポイントについて、本市の要綱改正は、こうした今述べた内部規程例に

即したものになっているのかどうかを伺っておきたいと思います。 

モニター画面を戻してください。次に、市長のコンプライアンスについて伺ってまいります。 

前回も申し上げたのですが、この後援会の記載記事、佐藤市長という政治家の活動報告、アピール

に使われることを日産自動車としては知らされていなかったと。あくまでも座間市としての報告記事

投稿だと判断して、それを本社に伝え確認し、許諾を得て座間市に連絡をしたわけですね。 

これが初めから後援会の投稿として使われることが分かっていれば、残念ながら、これは、答えは

ノーなのですよ。一企業が一政治家の後援会会報に、その政治家のＰＲの一助となるようなことを容
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認することは常識的にあり得ないのです。厳しい言い方になるかもしれませんが、今回の案件は、そ

もそも論として、コンプライアンスの基本的な考え、社会規範に関する佐藤市長の認識不足、常識の

範疇の理解不足ゆえに起こったことではないのでしょうか。だからといって、私は佐藤市長を責める

つもりはさらさらないのですよ。逆にこうしたことによって、佐藤市長が座間市、日産自動車をはじ

め、他の企業から信頼を失うことになってしまう、残念であり、憂いているのですよ。こうしたこと

で、佐藤市長がおっしゃる、共に創る共創というのが今後つくれなくなってしまう、残念なことでは

ないですか。 

信頼回復に向けた佐藤市長の姿勢をお示しいただきたいと願うものですが、見解を伺い、再々質問

を終わります。 

 

〔答弁〕市長 

タウンニュースの記事について、沖本議員より再々質問をいただきました。 

今後、市長としての立場で行う公務と政務との区別を意識をして、いただきましたご意見も受け止

めさせていただきながら、意識をしてまいりたいと考えます。 

以上です。 

 

〔答弁〕総務部長 

職員等の内部公益通報に関する取組について、再々質問をいただきました。 

ガイドラインの三つの改正ポイントに即して要綱が改正されたのかについてですが、まず、一つ目

の公益通報対応業務従事者の指定については、受付窓口責任者を人事主幹部長、担当者を人事主管課

とし、通報対応業務従事者について規定しました。 

次に、二つ目の組織の長、その他幹部が関係する事案について、これらの者からの独立性を確保す

る措置の実施については、要綱にその独立性の確保について規定しました。 

独立性の確保について、国から示された指針の解説によれば、監査機関や外部組織にも受付窓口を

設置することや調査結果を報告することが例示されていますが、実際には、これらを参考に、ケース

に応じて適切に対処してまいります。 

次に、三つ目の範囲外共有を防止する措置、通報者を特定しようとする行為を防止する措置の実施

については、通報を理由とした不利益な取扱いの禁止、公益通報をした者を特定させる事項の範囲外

の共有の禁止など、必要な部分について規定しました。 


