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験結果に不審を持たれ
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ころ︑伸ば
したいとこ
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点で申し上
げれば︑自
然が豊か︑
それらがマ
ッチした景観の美しさ
などいろいろある︒
それと︑先ほど議論
になった公文書公開条
例とか︑街並み景観づ
くりに全国に先駆けて
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定している︒
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のは︑試験方法や高得
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いよう︑町長は︑採点
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考に当たるのでは︒
をしていない︒

は︑少なからず人の主
人物試験は︑面接と
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ライトアップされる楯山

誰でも請求できる
条例に
須藤典夫議員 金山町
公文書公開条例を全国
に先駆けて制定して
年経過した︒今日では
国をはじめとして全国
の自治体で制定される
ことになったことは誇
らしい︒
ただ︑昨年公開請求
がマスコミ関係からあ
ったが︑受理されなか
ったという報告を受け
た︒
ふるさと納税者も含
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どうか︒
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町職員採用試験の
あり方を問う

