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明石市における主な市民参画の現状と課題 

 

１ 市民の声（市民提案箱） 

 現状 

市では、インターネット（電子メール）、文書（手紙、はがき、ファクシミ

リ）、電話などにより、市政に対する意見、要望、提案などを聴いて、その内

容を公開し、回答している。（平成 21 年度 376 件） 

 課題 

市民からの要望等については、迅速な回答や対応に努めているが、今後、

データベースシステムを活用し、（特に即時対応が困難なものや中長期的に検

討すべき事項などの）要望等に対する分析等の考察を加え、市政全般に反映

させていくことの仕組みを構築していくことが課題である。（市民の声、市長

陳情共通課題） 

 

 

２ 市長陳情 

 現状 

複数の市民又は各種団体等から市長あてに意見や要望を文書で提出された

ものを、市長陳情として受け付けるもの。（平成 21 年度 35 件） 

 

 

３ タウン･ミーティング 

 現状 

明石市では、「参画と協働のまちづくり」を推進するための一手法として、

市民との対話集会（タウン・ミーティング）を継続的に開催している。 

 課題 

タウン・ミーティングを開催しても、話し合いたい事項ではなく、身近な

課題についての要望に終始することが多く見受けられる。 

 

 

４ パブリックコメント 

 現状 

市の機関が、条例案、行政改革実施計画案など、政策や計画を策定又は改

定する場合に、原案を示して市民から意見を募り、それを参考にして意思決

定を行っている。提出された意見に対しては、市民の意見を政策に反映する

（平成22年10月15日資料）
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とともに、市の機関の考えを公表することで、よりよい政策や計画の策定、

市民への説明責任、行政運営における公正の確保などを図り、市民の市政へ

の参画を促進している。 

 課題 

明石市においては、現在、パブリックコメントの実施についての明確なル

ール化がされておらず、案件や担当課によってパブリックコメントを実施す

るところと、しないところが出てきている。このため、これまでの運用実績

を検証した上で、ルール化を検討していく必要がある。 

 

 

５ 審議会等の運営 

 現状 

明石市では、審議会等の設置、運営に関しては、運営指針を定めて、適正

な運営に努めている。 

審議会等とは、法律や条例、規則等に基づいて設置する審議会、委員会、

協議会等をいう。いずれも重要事項の調査や審議等を通して専門家や市民の

意見を市政に反映し、市政運営の公正性を高めることを目的としている。 

 課題 

「指針」に基づき、会議の公開や積極的な委員の公募、委員の兼職数を５

件以内とすることなどに取り組み、年々改善が図られているが、ひとりの人

物がいくつかの委員を兼ねていることも多いこと、委員の公募がなされてい

ない場合があることなど、まだ十分「指針」の趣旨が活かされているとは言

えない状況である。 

 

 

６ ワークショップ 

 現状 

地域福祉計画や明石北わんぱく広場の使い方のルール作りなど、市民同士

や市民、事業者と市職員などが、比較的少人数で、自由に議論をして政策、

施策や事業の方針案をつくりあげていく手法で、この手法は政策等の決定の

早い段階から市民の参画を可能にする。 

 課題 

 ワークショップの活用について、市としてのルールや方針が定められてい

ない。ワークショップ手法はかなり知識や経験を要する手法である。 



資料 ２
（平成22年10月15日資料）

市民参画の方法について
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市民参画の方法は

市民参画とは 市の施策の企画 立市民参画とは、市の施策の企画、立
案、計画、実施、評価、改善の各段
階において、市民が自己の意見を反階 お 、市民 自 意見を反
映させることを目的として、自己の
意見を述べ、又は提案することによ
り市の施策に関与すること

例えば、こん
な参画の方
法があります。

り市の施策に関与すること。

意見募集（パブリックコメント） 審議会等への市民公募意見募集（ ブリック メント） 審議会等 の市民公募

意見交換会 ワークショップ

公聴会

総務部法務課 2



意見公募（パブリックコメント）とは？

行政機関が策定した政策等の案を公表し、
広く市民から意見を求め、提出された意見
を参考 政策決定等を行うプを参考に政策決定等を行うプロセス

意見公募手続を行うメリットは

○あらゆる施策等において実施することができる制度である。

○時間や場所等の制約が少なく、多くの市民意見を聴くことができる。

○政策形成過程の行政情報が市民に提供されるとともに、考え方の公
表が義務付けられることから行政の説明責任、公正・透明性向上に資
する多くの市民の意見を聴くことができる。

意見公募手続のデメリットは

する多く 市民 意見を聴く きる。

○市の施策案が固まった段階でなされるので、重い意見は出にくい。

○ある意図をも た大量要求が形成される可能性がある

総務部法務課 3

○ある意図をもった大量要求が形成される可能性がある。



パブリックコメント

①施策の案を策定 ③意見募集期間中（３０日）

以内に提出意見検討
②意見募集

市 長 等 市 民

以内に提出意見検討

⑤提出された意見の検討 意見を策定④意見提出
⑤提出された意見の検討

意見に対する市長等の考え

方の決定（意見反映できるか

どうか ）

最終案の策定

どうか。）

⑥結果公表
⑦市長等の考え方の確認

議 会

⑧施策実施 ⑨施策の実施結果を評価
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パブリックコメント手続の流れ
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審議会とは？

市長等が施策等の案に対して、意見を聴く
ために 法律や条例等（規則 要綱を含む）にために、法律や条例等（規則、要綱を含む）に
基づき市民や学識経験者などで構成された合
議制の機関をいう議制の機関をいう。

市長等は、その機関に対して施策等の案に
諮問を行 答申を得 そ 答申をついての諮問を行い、答申を得、その答申を

尊重して施策等の決定を行う。
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審議会等イメージ

事 前 事 後事 前 事 後

事前公表
事後公表

公募市民

意

意
見
交

開催日時

開催場所

協議内容

会議録市の施策等

に関するテーマ

見
交
換

交
換

協議内容

学識経

験者等
指名委員

意見交換

会議の公開

傍聴者による間接的参画
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審議会のメリット、デメリット

○審議会は行政が一定の委員を選任し、委員の合議による答申を受け

○あらゆる施策等において実施することができる制度である。

メリットは

○審議会は行政が 定の委員を選任し、委員の合議による答申を受け
ることから、会議運営及び審議過程の民主制の確保、学識経験者等の
専門知識の導入、関係者の利害の調整などができる。あらゆる施策等
において実施することができる制度である。

デメリットは（形骸化の指摘）

○事務局が作成した案の承認機関としてしか機能しない。

○行政サイドに理解のある人だけ委員に選任する。

○委員が固定化している。（在任期間が長い委員にまた委嘱している。
複数の委員会の委員に選任している ）複数の委員会の委員に選任している。）
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意見交換会とは？

意見交換会は、一般に市長等が市民に対
し施策等を決定する前に施策等の案を示しし施策等を決定する前に施策等の案を示し
て考えを説明し、市民の意見を聴取したり、
議論したりする会合をいい その会合にお議論したりする会合をいい、その会合にお
いて、市民からの意見聴取や市民との議論
を行うを行う。

目的に応じて、住民説明会、懇談会、意見
交換会 タウ グ 前講座など交換会、タウンミーティング、出前講座など
という。
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意見交換会

事 前 事 後

事前公表
事後公表

市長等

意

意
見事前公表

開催日時

開催場所

協議内容

会議録市の施策等

に関するテーマ

意
見
交

見
交
換

協議内容

市民 市民

意見交換

会議の公開

傍聴者による間接的参画
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意見交換会のメリット、デメリット

メリットは

○意見交換会は、全市民を対象にしたり、地権者などの利害関係者や特
定地域の住民を対象にするなど目的によって範囲を決めることができます。

○一同に集まってもらっている関係者に説明ができ、意見聴取できま
す。

○市民は説明を受け 意見があれば意見を述べるだけで済み 参加し

デメリットは

○市民は説明を受け、意見があれば意見を述べるだけで済み、参加し
やすい方法です。

○市長等の説明の場となりがちで、議論の場とはなりにくい。

○場所の確保、会場の設営、資料作成、会議録の作成等開催するため場所 確保、会場 設営、資料作成、会議録 作成等開催する
の作業が多く、時間を費やします。

○出席した市民に意見を求めても、その場では意見が出にくいといわ
れています。
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ワークショップとは？

市長等の示した政策課題について実際に参加者
が自ら参加 体験しながら それぞれが学び建が自ら参加、体験しながら、それぞれが学び建
設的な意見を出し合いながら討議を重ねる会合
をいうをいう。
その会合において、市長等と参加した市民が共
同でプランなどを創造していく。同でプランなどを創造していく。
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ワークショップ

事 前 事 後

市長等

事前公表
事後公表

開催記録市の施策等

意
見
交

意
見
交
換

開催日時

開催場所

協議内容

開催記録市の施策等

に関するテーマ
換

市民 市民

意見交換意見交換

会議の公開

傍聴者による間接的参画
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ワークショップのメリット、デメリット
メリットはメリットは

○誰もが参加でき、かつ、発言力の強い意見ばかりが通ることがないため、
参加した市民の満足度が高くなります。

○市民と行政が同じ土俵で話し合うことができ 市民の信頼感が得やすく○市民と行政が同じ土俵で話し合うことができ、市民の信頼感が得やすく
なります。

○参加者は、自分たちの意見や提案を計画策定や施設づくりに活かすこと
が きるため 終わ た後 運営を円滑に進める とが きます

デメリットは
○主催側に、会議の円滑な進行させるために、ある程度の力量が求められ

ができるため、終わった後の運営を円滑に進めることができます。

るため、その技術を習得した人材（ファシリテーター）の確保・育成が必
要となります。
○決定の権限は与えられていないため、その果たすべき役割や議論、提案
等の範囲及びその成果の活用方法などとい た点を開催前に十分に参加者

○反対者が少なく、目的が明確な場合は機能しやすいが、個々の利害関係
が交錯する場面ではうまく機能しない場合が多いといわれています

等の範囲及びその成果の活用方法などといった点を開催前に十分に参加者
に説明し、理解してもらう必要があります。
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公聴会とは？

行政が一定の事項を決定するに当たり、その参考とするため、また利
害を反映させるために利害関係者、学識経験者等から意見を聴取する会
をいい ①行政手続において申請者からではなく第三者から意見を聴取をいい、①行政手続において申請者からではなく第三者から意見を聴取
するもの、②計画策定手続で利害関係者のみならず広く住民から公述人
を募集し意見を取り入れる機会を設けるもの、③議会が開催するものが
ありますあります。

市民参画手続においては、一般に市長等が策定した
施策等の案について意見を求めるため 施策等の案施策等の案について意見を求めるため、施策等の案
を示して公述人になるべき市民を募集し、公聴会に
おいて公述人や他の出席者から意見を聴き 当該意おいて公述人や他の出席者から意見を聴き、当該意
見を考慮して施策等を決定する手続をいいます。
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公聴会

事 前 事 後

市民

(公述人)

事前公表

開催日時

事後公表

会議録
市民

意見や考え

開催日時

開催場所

説明内容

(公述人)

市長等(議長)

意見や考え

市長等(議長)

意見や考え

会議の公開

傍聴人
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公聴会のメリット、デメリット
メリットはメリットは

○案件に対して賛成、反対の双方から広く意見を聴き、審議に役立てよう
とするものであり、施策等に民意を反映させるための慎重な審議が可能で
すす。

デメリットは

○施策等の案について広く市民等の意見を求める場合に、市民等の意見を
直接聴くことができる点で効果的な方法です。

デメリットは

○公聴会を開催するかどうかは市長等の判断に委ねられいます。

○公聴会の時間や開催場所等が物理的に制約されることから公述時間や公○公聴会の時間や開催場所等が物理的に制約されることから公述時間や公
述人の数が制限されます。

○行政機関が公述人の選定に当たって恣意的に賛成者を多くするなどの問
題点が指摘されているところです題点が指摘されているところです。

○公述された意見の施策等への反映が一般の市民にわかりにくいといわれ
ています。
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他都市で見られる他の市民参画他都市で見られる他の市民参画

市民参画条例を制定している他都市は、市民参画条例を制定している他都市は、
意見公募手続から公聴会手続までの手
続以外に次のような市民参画手続を定続以外に次のような市民参画手続を定
めています。

総務部法務課



参考１

市民政策公募市民政策公募

市民のみなさんが市長等の政策公募に応じて、政

策等を市へ提案する仕組み

市民（提案者）

①政策提案の募集 ②政策提案書の提出 ③検討結果の報告①政策提案の募集
提案を求める目的
などを公表

②政策提案書の提出
募集に応じて政策提
案書を提出

③検討結果の報告
検討結果、理由の
公表

市長等
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参考２

市民政策提案市民政策提案

市民政策提案は、市民のみなさんが市長等に対して自分たちが考
えた政策等を提案する仕組み

市民（提案者）

えた政策等を提案する仕組み

市民（提案者）

①政策提案
１０名以上の市民が１０名以上の市民が
共同して、市長等に
対して政策提案

②政策提案内容及び市の検討結果の公表
政策提案があったこと、提案内容及び提
案についての市の考え方等を公表

市長等

案 市 考え方等を公表

総務部法務課 20
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参考３

市民会議

ドイツ発祥の計画細胞とも呼ばれるものでドイツ発祥の計画細胞とも呼ばれるもので、
公募による市民等で構成される機関で自主
的な運営により討議を行い その結果を行政的な運営により討議を行い、その結果を行政
へ提言する方法で、審議会等と異なり会議自
体 行政 関与はほとんどなく 学識経験体への行政の関与はほとんどなく、学識経験
者が加わらず市民だけの組織で会議をする
合があ 募 方法 住場合がある。公募の方法については、住民
登録からの無作為抽出方法による方法で行
う場合もある。
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市民会議

事 前 事 後

事前公表
事後公表

公募市民

意

意
見

開催日時

開催場所

協議内容

会議録市の施策等

に関するテーマ

意
見
交
換

交
換

公募市民 公募市民

意見交換

会議の公開

傍聴者による間接的参画
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参考④

その他の市民参画としては市民参画手続例
にもあるようににもあるように、

・アンケート

・モニタリング

・フォーラムォ ラ

・シンポジウム

などさまざまな方法がありますなどさまざまな方法があります。
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住民投票制度

住民投票制度は、特定の案件に対して住民が投票によ
りイエス・ノーの意思表明を行いその結果を尊重して長り 意思表明を行 そ 結果を尊 長
や議会が市の施策を決定するものであり、市民の施策
に対する賛否を直接問うものであるため、究極的な住
民参画 あるとされ ます しかしながら 制度は民参画であるとされています。しかしながらこの制度は
、市民の意見を政策に活かすというよりは、最終決定を
市民意見に委ねるという性格をもちます市民意見に委ねるという性格をもちます。

総務部法務課 24
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他市の市民参画方法等比較表 

静岡市市民参画の推進に関す

る条例 

座間市協働まちづくり条例 

 
吉川市市民参画条例 

 
石狩市行政活動への市民参加

の推進に関する条例 

西宮市参画と協働の推進に関

する条例 

旭川市市民参加推進条例 

(市民参画手続) 

第 7 条 実施機関は、施策の立

案、実施及び評価の一連の過

程において、市民と協働して

市政運営を行うことを目的

として、市民参画の推進を図

る視点に立ち、施策に対する

市民の関心及び施策の市民

に与える影響その他施策の

内容を勘案し、市民参画が必

要であると認める場合には、

次項、次条及び第 9条の規定

により市民の意見等を施策

へ反映するための一連の手

続(以下「市民参画手続」と

いう。)を実施するものとす

る。 

2 市民参画手続は、原則とし

て、次に掲げる目的による手

続の区分に応じ、規則で定め

る方法により行うものとす

る。 

(1) 広く意見等を募集する

ための手続 

(2) 集会の形態をとり、市民

と実施機関の対話を通じて

意見交換等を行うための手

続 

(3) 会議の形態をとり、市民

を含む特定の構成員による

継続的な討議等を通じて、

一定の合意形成を図るため

の手続 

(市民参画手続の実施原則) 

第 8 条 実施機関は、市民参画

(市民参加の方法) 

第 6 条 市民参加は、次に掲げ

る方法のうち1以上のものに

より行うものとする。 

(1) 市の執行機関が対象事

項及び前条第 4項の規定に

より市の執行機関が市民参

加の対象としたもの(以下

「対象事項等」という。)

に係る計画、条例、制度等

の案及びこれに関連する資

料をあらかじめ提示し、意

見の提出先及び意見の提出

のための期間(以下「意見提

出期間」という。)を定めて

広く一般の意見を求め、当

該意見に対する市の執行機

関の考え方を公表する一連

の手続による方法(以下「意

見公募手続」という。) 

(2) 対象事項等に対する市

民等の意見を聴くために市

の執行機関が開催する会合

(以下「公聴会」という。)

において、市の執行機関が

対象事項等に係る計画、条

例、制度等の案及びこれに

関連する資料をあらかじめ

提示し、意見の提出先及び

意見提出期間を定めて意見

を述べることができるもの

(以下「公述人」という。)

を選定し、そのものから意

見を聴く一連の手続による

方法(以下「公聴会手続」と

(市民参画手続) 

第 6 条 市民参画の手続(以下

「市民参画手続」といいま

す。)は、次の各号に掲げる

とおりとし、その方法は、そ

れぞれの各号に定めるとお

りとします。 

(1) 審議会手続 市の審議

会に応募し、委員として発

言する方法 

(2) パブリック・コメント

(「意見公募」と言い換える

ことができます。)手続 市

の機関が作成した施策の原

案について、書面などによ

り広く意見を述べる方法 

(3) 市民説明会手続 市民

説明会で広く意見を述べた

り、意見を交換したりする

方法 

(4) ワークショップ手続 

市民と市、市民同士が、相

互に議論することにより案

を作り上げていく方法 

(5) 住民投票手続 市民の

意思を投票により表明する

方法 

2 市の機関は、次条第 1項各

号に掲げる事項を行おうと

するときは、前項第 1号から

第4号までに定める市民参画

手続のうち1つ以上を実施す

ることにより、市民の意見を

市政に反映させるものとし

ます。 

（市民参加手続の実施） 

第５条 市の機関は、別表に定

める行政活動を行おうとす

るときは、あらかじめ市民参

加手続を行わなければなら

ない。 

２ 緊急その他やむを得ない

理由があるときは、前項の規

定にかかわらず、市民参加手

続を行うことを要しない。こ

の場合において、市の機関

は、その理由がやんだ後速や

かに、次の事項を公表するも

のとする。 

(１) 市民参加手続を行う

ことができなかった行政活

動の内容 

(２) 市民参加手続を行う

ことができなかった理由 

(３) 市民参加手続を行う

ことができなかった行政活

動に関して市の機関が下し

あた決定の内容及びその理

由 

（市民参加手続の内容及び

時期） 

第６条 市民参加手続は、その

対象となる行政活動の性質、

影響等及びその行政活動に

対する市民の関心に応じ、適

切な内容で行われなければ

ならない。 

２ 市民参加手続は、その結果

を市の機関の決定に活かす

ことができるように、適切な

（意見提出手続） 

第６条 市の機関は、次の各号

に掲げる事項についての案

を作成しようとするときは、

素案及びこれに関連する資

料をあらかじめ公表し、規則

で定めるところにより、広く

市民等に意見の提出を求め

る手続（以下「意見提出手続」

という。）を行うものとする。

ただし、法令等により同様の

手続が定められている場合

は、この限りでない。 

(1) 市の憲章、宣言等の策定

及び変更 

(2) 市政の基本的な計画等

の策定及び変更 

(3) 市政の基本的な方針を

定める条例の制定及び改廃 

(4) 義務を課し、又は権利を

制限することを内容とする

条例の制定及び改廃 

(5) 市が実施する大規模な

施設の設置その他の公共事

業に係る計画等の策定及び

変更で、規則で定めるもの 

(6) 前各号に掲げるものの

ほか、市の機関が必要と認

めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、

作成しようとする案（同項第

６号に掲げる事項について

の案を除く。）が次の各号の

いずれかに該当する場合は、

同項の規定は、適用しない。 

（市民参加の時期） 

第７条 市の機関は，市民参加

を求めて施策を実施しよう

とする場合は，当該施策の決

定前（議会の議決を要するも

のにあっては，議会提案前）

のできるだけ早い時期から

市民参加を求めるよう努め

なければならない。 

（市民参加の方法） 

第８条 市の機関は，市民参加

を求めて施策を実施しよう

とする場合は，当該施策にふ

さわしい方法により市民参

加を求めなければならない。

２ 市の機関は，市民参加を求

めて施策を実施しようとす

る場合は，広く市民の参加を

得るよう努めなければなら

ない。 

３ 市の機関は，高度な専門性

を有する施策にあっては当

該施策に関し深い知識を有

する市民の参加を，地域性を

有する施策にあっては当該

施策の対象となる市民の参

加を得るよう努めなければ

ならない。 

（情報の公表） 

第９条 市の機関は，市民参加

を求めて施策を実施しよう

とする場合は，当該施策に関

する情報を積極的に公表し

なければならない。ただし，

旭川市情報公開条例（平成 17

（平成22年10月15日資料）

資料  ３ 
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手続を実施しようとすると

きは、原則として、前条第 2

項第 1号の区分に該当する市

民参画手続の方法により実

施するものとする。ただし、

施策の内容に応じ、他の市民

参画手続の方法により実施

することが適当であると認

める場合にあっては、これに

代えて他の方法により市民

参画手続を実施することが

できる。 

2 実施機関は、市民が広く市

政に参画できるよう、施策の

内容に応じ、効果的に市民の

意見等が施策に反映できる

市民参画手続を複数の方法

により実施するよう努める

ものとする。 

3 実施機関は、市民参画手続

の結果を最も効果的に施策

に反映できると認める適切

な時期に市民参画手続を実

施するものとする。 

(提出された意見等の取扱

い) 

第 9 条 実施機関は、提出され

た市民の意見等を十分に検

討し、施策に反映できるもの

については、積極的に反映さ

せるよう努めるものとする。 

2 実施機関は、前項の規定に

よる市民の意見等の検討を

行ったときは、市民の意見等

の概要及びそれに対する実

施機関の考え方を公表する

ものとする。ただし、これら

の内容に静岡市情報公開条

例(平成 15 年静岡市条例第 4

いう。) 

(3) 市の執行機関が、対象事

項等について市民等の意見

を収集する必要がある場合

において、対象事項等に係

る課題等を不特定多数の市

民等に説明し、自由な意見

交換を行う目的で実施する

集まり(以下「市民説明会」

という。)による方法(以下

「市民説明会手続」とい

う。) 

(4) 法律、条例等に基づいて

設置される審議会、協議会、

委員会等(以下「審議会等」

という。)に市の執行機関が

諮問等を行い、意見を求め

る一連の手続による方法

(以下「審議会等手続」とい

う。) 

(5) 市民等が具体的な政策

等を提案し、市の執行機関

が当該提案に対する当該市

の執行機関の考え方を公表

する一連の手続による方法

(以下「市民政策提案手続」

という。) 

(6) 前各号に掲げるものの

ほか、市の執行機関が適当

と認める方法 

(市民参加の実施) 

第 7 条 市の執行機関は、市民

参加の実施に当たっては、対

象事項等に応じて、適切な時

期に適切な方法により行う

よう努めるものとする。 

2 市の執行機関は、市民等の

意見を求めるため必要があ

ると認めるときは、複数の市

3 市の機関は、より多くの市

民の意見を求める必要があ

ると認めるときは、複数の市

民参画手続を併せて実施す

るよう努めなければなりま

せん。 

(市民参画手続の対象) 

第 7条 市民参画手続の対象と

なる事項は、次のとおりとし

ます。 

(1) 総合振興計画などの市

の基本的な政策を定める計

画やそれぞれの行政分野に

おける施策の基本的な事項

を定める計画の策定 

(2) 市の基本的な方向性な

どを定める憲章、宣言など

の策定 

(3) 市政に関する基本方針

を定めることを内容とする

条例の制定、改正や廃止 

(4) 市民に義務を課したり、

権利を制限したりすること

を内容とする条例の制定、

改正や廃止 

(5) 市民生活に重大な影響

を与える制度の導入、改正

や廃止 

(6) 広く市民に利用される

建物などの建設についての

基本的な計画の策定や変更

(7) 前各号に掲げるものの

ほか、特に市民参画手続を

実施することが必要と認め

られるもの 

2 前項第 1号から第 6号まで

の規定にかかわらず、次の各

号のいずれかに該当するも

のは、市民参画手続の対象と

時期に行われなければなら

ない。 

３ 市の機関は、規則等によ

り、前２項に掲げる原則に基

づき市民参加手続の内容及

び時期を定める上で考慮す

べき事項について具体的に

示す細目を定めるものとす

る。 

４ 前項の規則等は、第 28 条

の規定に基づき石狩市市民

参加制度調査審議会の意見

を聴き、かつ、パブリックコ

メント手続を行った上で定

めるものとする。 

（提出された意見等の取扱

い） 

第７条 市の機関は、市民参加

手続を経て提出された意見、

情報等（以下「提出された意

見等」という。）を総合的か

つ多面的に検討しなければ

ならない。 

２ 市の機関は、提出された意

見等の検討を終えたときは、

速やかに、次の事項を公表す

るものとする。ただし、その

公表により石狩市情報公開

条例（平成 10年条例第 26号）

第８条第２項に定める不開

示情報（以下「不開示情報」

という。）が明らかになると

きは、この限りでない。 

(１) 提出された意見等の

内容 

(２) 提出された意見等の

検討経過並びに検討結果及

びその理由 

（公表の方法等） 

(1) 軽微なものであるとき。 

(2) 緊急に作成しなければ

ならないものであるとき。 

(3) 法令等の規定による基

準に従って作成するもので

あるとき。 

(4) 市の機関の内部の事務

処理等に関するものである

とき。 

(5) 市税、使用料、手数料そ

の他の金銭の徴収に関する

もの又は補助金その他の金

銭の給付に関するものであ

るとき。 

３ 意見の提出のための期間

は、公表の日から 30 日以上

とする。ただし、やむを得な

い理由があるときは、期間を

短縮することができる。 

４ 前項ただし書の規定によ

り期間を短縮しようとする

ときは、あらかじめその理由

を公表しなければならない。 

５ 市の機関は、提出された意

見及びその意見に対する市

の考え方を公表するものと

する。 

６ 市の機関は、提出された意

見を考慮し、案を作成するも

のとする。 

（説明会等） 

第７条 市の機関は、前条第１

項各号に掲げる事項につい

ての案を作成しようとする

ときは、説明会、意見交換会

等（以下「説明会等」という。）

を設けるよう努めるものと

する。 

２ 市の機関は、前項の規定に

年旭川市条例第７号）第７条

各号に掲げる事項及び第８

条に規定する事項（同条各号

に掲げる事項を除く。）を除

くものとする。 

（市民参加の結果の取扱い）

第 10 条 市の機関は，市民参

加を求めた場合は，市民から

の意見又は提案を考慮しな

ければならない。 

２ 市の機関は，前項の規定に

より考慮した結果を，速やか

に，当該市民に回答しなけれ

ばならない。ただし，当該市

民が特定できない場合その

他市民参加の方法若しくは

性質により回答することが

困難な場合，又は次項本文の

規定による公表により当該

市民への回答に代えること

が適当であると認められる

場合は，この限りでない。 

３ 市の機関は，第１項の規定

により考慮した結果を公表

しなければならない。ただ

し，旭川市情報公開条例第７

条各号に掲げる事項及び第

８条に規定する事項（同条各

号に掲げる事項を除く。）を

除くものとする。 

４ 市の機関は，自発的な市民

参加があった場合は，市民か

らの意見又は提案の内容が

この条例の趣旨に沿うと認

められるものについては，第

１項及び第２項の規定に準

じた扱いをするよう努めな

ければならない。 

（意見提出手続） 
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号)第 7条に規定する非公開

情報(以下「非公開情報」と

いう。)を含む場合は、この

限りでない。 

(自治基本条例第21条の規定

に基づく市民意見の聴取) 

第 10条 自治基本条例第 21条

に規定する市民意見の聴取

(以下「市民意見聴取」とい

う。)は、次の各号のいずれ

かに該当するときに、市民参

画手続により行わなければ

ならない。 

(1) 市民に義務を課し、又

は権利を制限する条例の制

定改廃を行うとき。 

(2) 市政及び各行政分野の

基本的な事項を定める条

例、規則等の制定改廃又は

計画等の策定若しくは変更

を行うとき。 

(3) 大規模な公の施設の設

置に係る基本的な計画の策

定又は変更を行うとき。 

(4) 前 3 号に掲げるものの

ほか、市民の生活、事業、

活動等に重大な影響を与え

ると実施機関が認めると

き。 

2 前項の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる事項のい

ずれかに該当する場合には、

市民意見聴取を実施しない

ことができる。 

(1) 市税の賦課徴収その他

金銭の徴収に関する事項

(地方税法(昭和 25 年法律

第226号)第5条第3項又は

第 7項の規定により税目を

民参加の方法を併用して行

うよう努めるものとする。 

(意見公募手続) 

第 8 条 市の執行機関は、意見

公募手続により意見を求め

ようとするときは、次に掲げ

る事項を公表するものとす

る。 

(1) 対象事項等に係る計画、

条例、制度等の案及びこれ

に関連する資料 

(2) 意見を提出することが

できるものの範囲 

(3) 意見の提出先及び提出

方法 

(4) 意見提出期間 

2 前項第 4号の意見提出期間

は、同項の公表の日から起算

して 30 日以上でなければな

らない。ただし、30 日以上の

意見提出期間を定めること

ができないやむを得ない理

由があるときは、30 日を下回

る意見提出期間を定めるこ

とができる。 

3 市の執行機関は、前項ただ

し書の場合において、30 日以

上の意見提出期間を定める

ことができないときは、第 1

項の規定による公表の際そ

の理由を明らかにしなけれ

ばならない。 

4 意見公募手続により意見を

提出しようとするものは、住

所、氏名その他の規則で定め

る事項を明らかにしなけれ

ばならない。 

5 市の執行機関は、意見公募

手続により提出された意見

しないことができます。 

(1) 市税の賦課徴収その他

金銭の徴収に関するもの 

(2) 法令の規定により実施

の基準が定められており、

その基準に基づき行うもの

(3) 関係法令の改正に伴う

簡易なものなど政策的な判

断をしなくてよいもの 

(4) 市の機関の内部にのみ

適用されるもの 

(5) 緊急を要するもの 

3 市の機関は、前項第 5号の

規定により市民参画手続を

実施しなかった場合は、事後

速やかにその理由を公表す

るものとします。 

(市民参画手続の公表) 

第 8条 市民参画手続に関する

事項を公表するときは、次に

掲げる方法のうち全部又は

一部の方法により行うもの

とします。 

(1) 担当窓口での供覧又は

配布 

(2) 市の広報紙への掲載 

(3) 市の公式ホームページ

への掲載 

(4) 前 3 号に掲げるものの

ほか、効果的に周知できる

方法 

(実施時期) 

第 9 条 市の機関は、対象とす

る事項の性質や影響、市民の

関心度を考慮して、適切な時

期に市民参画手続を実施す

るものとします。 

(意見の検討) 

第 10 条 市の機関は、市民参

第８条 この章の規定に基づ

いて市民参加手続に関する

事項を公表するときは、次の

すべての方法によるものと

する。この場合において、第

３号に規定する方法での公

表については、やむを得ない

理由があるときは、事後に行

うことができる。 

(１) 市役所本庁舎及び担当

窓口での供覧又は配布によ

る必要事項の全部の公表 

(２) 市内に設置する掲示板

への掲示による必要事項の

全部又は概要の公表 

(３) 市広報紙への掲載によ

る必要事項の全部又は概要

の公表 

(４) インターネットを利用

しての必要事項の全部又は

概要の公表 

２ 前項の規定にかかわらず、

その市民参加手続に関する

事項を周知すべき者に対し、

効果的かつ確実に必要事項

を周知することができる方

法が別にあると認められる

ときは、当該別の方法により

周知すれば足りる。 

３ 市の機関は、市民参加手続

に関する事項を公表したと

きは、あわせて、報道機関へ

の情報提供その他の適切な

方法により、公表した事項を

市民に周知するよう努める

ものとする。 

（市民参加手続の予定及び

実施状況の公表） 

第９条 市長は、毎年度、その

より説明会等を設けたとき

は、その結果を公表するもの

とする。 

（政策提案手続） 

第８条 市民は、第６条第１項

第１号から第３号までに掲

げる事項（以下「対象事項」

という。）について、市民 10

人以上の連署をもって、その

代表者（以下「提案代表者」

という。）から市の機関に対

して、案を添えて政策の立

案、実施等を提案することが

できる。ただし、提案される

案の全部又は一部が同条第

２項各号のいずれかに該当

するときは、この限りでな

い。 

２ 市の機関は、前項の規定に

よる提案（以下この条におい

て「提案」という。）を受け

たときは、当該提案が対象事

項に該当するか否かの決定

を行い、提案代表者に通知す

るものとする。 

３ 提案が対象事項に該当す

る場合において、提案代表者

からの求めがあるときは、市

の機関は、提案者と意見を交

換する場を設けることがで

きる。この場合において、意

見交換は、第 18 条第２項に

規定する組織の立会いの下

で行わなければならない。 

４ 市の機関は、提案に係る政

策の立案、実施等を行うか否

かの決定を行い、提案代表者

に通知するものとする。 

５ 市の機関は、第２項又は前

第 11 条 市の機関は，第６条

第１項各号に掲げる施策に

ついては，意見提出手続を行

うものとする。ただし，高度

な専門性を有する施策若し

くは地域性を有する施策等

であって，当該施策の内容に

応じ他の市民参加の方法を

用いることが適当であると

認められる場合，又は市税等

に関するものであって，市民

参加を求める場合は，意見提

出手続を行わないことがで

きる。 

２ 次の各号に掲げるものは，

意見提出手続において，意見

を提出することができる。 

(１) 市内に住所を有する者

(２) 市内に事務所又は事業

所を有する個人及び法人そ

の他の団体 

(３) 市内に存する事務所又

は事業所に勤務する者 

(４) 市内に存する学校に在

学する者 

(５) 前各号に掲げるものの

ほか，意見提出手続に係る

事案に利害関係を有するも

の 

３ 前２項の意見提出手続の

実施に関し必要な事項は，市

の機関が別に定める。 

（附属機関の委員） 

第 12 条 市の機関は，附属機

関（地方自治法第 138 条の４

第３項の規定に基づき設置

する審議会その他の附属機

関をいう。以下同じ。）の委

員を任命し，又は委嘱しよう
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起こすことその他市長が特

に必要があると認める事項

を除く。) 

(2) 法令等に基づく事項

で、市の裁量の余地がないも

の 

(3) 実施機関の内部の事務

処理に関する事項 

(4) 市民の意見聴取手続が

法令又は他の条例により定

められている事項 

(5) 軽易な事項 

(6) 緊急を要する事項 

(実施計画の策定及び公表) 

第 11 条 実施機関は、市民参

画手続を実施する場合には、

あらかじめその年度におけ

る市民参画手続の実施計画

を策定しなければならない。 

2 市長は、毎年度、前項の規

定により各実施機関が策定

する実施計画を取りまとめ、

公表しなければならない。 

(実施状況の公表等) 

第 12 条 実施機関は、市民参

画手続を実施した場合には、

速やかにその結果を市長に

報告しなければならない。 

2 市長は、毎年度、前項に規

定する報告に基づく各実施

機関の実施状況を取りまと

め、自治基本条例第 27 条第 1

項の規定に基づき設置する

静岡市市民自治推進審議会

(以下「市民自治推進審議会」

という。)に報告をするとと

もに、これを公表しなければ

ならない。 

(市民が自発的に提出した意

について検討を終了したと

きは、速やかに次に掲げる事

項を公表するものとする。た

だし、座間市情報公開条例

(平成 16 年座間市条例第 17

号)第 7 条各号に掲げる情報

に該当すると認められるも

の(以下「非公開情報」とい

う。)については、この限り

でない。 

(1) 提出された意見の概要 

(2) 提出された意見に係る

検討の結果及びその理由 

(公聴会手続き) 

第 9 条 市の執行機関は、公聴

会を開催するに当たっては、

次に掲げる事項を公表する

ものとする。 

(1) 対象事項等に係る計画、

条例、制度等の案及びこれ

に関連する資料 

(2) 公聴会の開催の日時及

び場所 

(3) 公述人の範囲 

(4) 意見の提出先及び提出

方法 

(5) 意見提出期間 

2 市の執行機関は、意見提出

期間内に意見の提出がなか

ったときは、公聴会に係る事

後の手続を中止するととも

に、その旨を公表するものと

する。 

3 公聴会の議長は、市の執行

機関が指名する。 

4 議長は、公聴会を主宰する。 

5 市の執行機関は、公聴会を

開催したときは、その内容を

公表するものとする。ただ

画手続を行った場合は、提出

された意見を総合的かつ多

面的に検討しなければなり

ません。 

(審議会の設置) 

第 11 条 市の機関は、専門的

な知識、経験などに基づく審

議による答申や報告又は個

人の知識や経験に基づく自

由な意見交換などによる提

言が必要な場合には、審議会

を設置します。 

(会議の公開) 

第 12 条 市の機関は、吉川市

情報公開条例(平成 12年吉川

市条例第 16 号。以下「情報

公開条例」といいます。)第

26 条の規定により審議会の

会議を公開し、会議を開催す

るときは、規則で定めるとこ

ろにより開催日時、開催場

所、議題などを事前に公表す

るものとします。 

2 市の機関は、審議会の会議

が開催されたときは、規則で

定めるところにより会議録

を作成し、公表するものとし

ます。ただし、情報公開条例

第7条各号に規定する非公開

情報に該当するもの(以下

「非公開情報」といいます。)

は、公表しないものとしま

す。 

(委員の選任) 

第 13 条 市の機関は、審議会

の委員を選任するときは、男

女の比率、公募による選任、

委員の任期、ほかの審議会の

委員と重なっていないかど

年度における市民参加手続

の実施予定及び前年度にお

ける市民参加手続の実施状

況を取りまとめ、これを公表

するものとする。 

（制度の調整） 

第 10 条 法令又は他の条例の

規定により実施方法が定め

られている市民参加の手続

を行う場合は、この章の規定

は、適用しない。 

（審議会等） 

第 11 条 審議会等（附属機関

及びそれに類する合議制の

組織をいう。以下同じ。）に

付議する方法により行う市

民参加手続の進め方及びそ

の審議会等の構成について

は、前節及びこの節に定める

ところによる。 

（構成員） 

第 12 条 審議会等の構成員に

は、正当な理由がある場合を

除き、公募により選考された

者を加えるものとする。この

場合における公募及び選考

の方法は、市の機関がその都

度適切に定めるものとする。

２ 前項に定めるもののほか、

市の機関は、審議会等の構成

員の選考に当たっては、その

男女比に配慮する等の措置

を講じることにより、審議会

等における審議に市民の多

様な意見が反映されるよう

努めるものとする。 

３ 市の機関は、毎年度、審議

会等ごとに次の事項を公表

するものとする。 

項の決定を行ったときは、そ

の旨を公表するものとする。 

６ 提案代表者は、第２項又は

第４項の決定に不服がある

ときは、市の機関に対して再

議を申し立てることができ

る。 

（政策公募手続） 

第９条 市の機関は、政策の立

案、実施等について、市民等

に提案を募集すること（以下

「政策公募手続」という。）

ができる。 

２ 市の機関は、前項の規定に

基づき提案を募集したとき

は、その提案の内容及び市の

機関の検討の結果を公表す

るものとする。 

（実施方法等） 

第 10 条 市の機関は、意見提

出手続、説明会等及び政策公

募手続を実施するに当たっ

ては、次の各号に掲げる基準

により行うものとする。 

(1) 市民等からより多くの意

見及び提案が得られるよう、

あらかじめ対象となる事項、

実施する手法、日時等を公表

すること。 

(2) 市民等からの意見及び提

案を十分に検討できるよう、

その実施時期及び実施方法

に留意すること。 

２ 市の機関は、第６条から前

条までの規定による手続等

により得られた市民等の意

見及び提案を考慮して、案の

作成及び政策の立案、実施等

を行うよう努めるものとす

とするときは，当該附属機関

の委員の男女比率及び年齢

構成並びに委員の在期数及

び他の附属機関の委員との

兼職状況等に配慮するとと

もに，全部又は一部の委員を

公募により選考しなければ

ならない。ただし，法令の規

定により委員の構成が定め

られている場合，又は専ら高

度な専門性を有する事案を

取り扱う附属機関であって，

公募に適さない場合その他

正当な理由がある場合は，こ

の限りでない。 

２ 前項の公募の実施に関し

必要な事項は，市の機関が別

に定める。 

（附属機関の会議の公開等） 

第 13 条 附属機関の会議は，

これを公開するものとする。

ただし，審議の内容が旭川市

情報公開条例第７条各号に

掲げる事項及び第８条に規

定する事項（同条各号に掲げ

る事項を除く。）のいずれか

に該当するおそれがあると

附属機関が認める場合を除

くものとする。 

２ 附属機関は，前項本文の規

定により会議を公開した場

合は，会議終了後，速やかに，

会議の記録を公表するもの

とする。ただし，旭川市情報

公開条例第７条各号に掲げ

る事項及び第８条に規定す

る事項（同条各号に掲げる事

項を除く。）を除くものとす

る。 



 19

見等の取扱い) 

第 13 条 実施機関は、市民参

画手続によるもののほか、市

民の誰もが自発的かつ率直

にまちづくりに関する意見

等を実施機関に対して伝え

ることができ、かつ、当該意

見等が実施機関に伝えられ

た場合には、その内容に関す

る検討を速やかに行い、必要

な内容について的確に市政

に反映できる体制を確保し

なければならない。 

(市民意向の把握) 

第 14 条 実施機関は、市民参

画手続及び前条の規定によ

る市民からの意見等の把握

によるもののほか、市政に関

する市民の意識調査、市民と

の対話による意見交換等の

機会の確保等の効果的かつ

適切な方法により、市政に関

する市民の意向を積極的に

把握し、これを市政に反映す

るよう努めるものとする。 

(行政需要への適切な対応) 

第 15 条 実施機関は、施策の

立案、実施及び評価の一連の

過程において、行政評価の公

表を行うこと等により、当該

施策に関する情報を十分に

分かりやすく市民に提供し

なければならない。 

2 実施機関の職員は、市政を

効果的かつ適切に運営する

ため、専門的な知識を活用

し、この章の規定により得ら

れた情報を総合的かつ継続

的に検討し、及び分析し、施

し、非公開情報については、

公表しない。 

(市民説明会手続) 

第 10 条 市の執行機関は、市

民説明会を開催するに当た

っては、次に掲げる事項を公

表するものとする。 

(1) 対象事項等に係る計画、

条例、制度等の案及びこれ

に関連する資料 

(2) 市民説明会の開催の日

時及び場所 

2 市の執行機関は、市民説明

会を開催したときは、その内

容を公表するものとする。た

だし、非公開情報について

は、公表しない。 

(審議会等手続) 

第 11 条 市の執行機関は、審

議会等の委員の選任に当た

っては、当該委員が住所を有

する市の区域内の地域の構

成、委員の年齢の構成、男女

の割合等に配慮し、市民等の

幅広い意見が反映されるよ

う努めるものとする。 

第 12 条 審議会等の会議は、

公開するものとする。ただ

し、次の各号のいずれかに該

当する場合は、会議の全部又

は一部を公開しない。 

(1) 法令等の規定により公

開しないとされている場合 

(2) 会議の内容に非公開情

報が含まれる場合 

(3) 会議を公開することに

より、公正かつ円滑な議事

運営に支障が生ずると認め

られる場合 

うかなどを考慮し、幅広い人

材を登用するよう努めなけ

ればなりません。 

(公募による選任) 

第 14 条 市の機関は、審議会

を構成する委員として選任

できる者には、法令の定めそ

の他正当な理由がある場合

を除き、公募により選任され

る者(以下「公募委員」とい

います。)を含めるものとし

ます。 

2 公募の実施や公募委員の選

考に関して必要な事項は、規

則で定めます。 

(委員の兼任と任期) 

第 15 条 審議会の委員は、原

則として3つ以上兼ねること

はできません。ただし、臨時

的又は時限的に設置される

審議会の委員については、3

つまで兼ねることができる

ものとします。 

2 審議会の委員の任期は、連

続して 3期までとします。た

だし、専門的な知識、経験な

どを必要とする審議会の委

員の場合は、この限りではあ

りません。 

(委員の公表) 

第 16 条 市の機関は、審議会

の委員を選任したときは、委

員の氏名、選任の区分と任期

を公表するものとします。こ

の場合において、構成員に公

募委員がいないときは、併せ

てその理由を公表するもの

とします。 

 (パブリック・コメントの

(１) 構成員の氏名、選任の区

分及び肩書 

(２) 公募により選考された

構成員がいない場合は、その

理由 

（会議の公開等） 

第 13 条 審議会等の会議は、

不開示情報が明らかになる

ことその他の正当な理由が

ある場合を除き、公開する。

２ 市の機関は、前項の原則に

基づき、審議会等の会議の運

営方法を定める条例、規則等

の中で、その審議会等の会議

を公開するかどうかの区分

を定めるものとする。 

３ 市の機関は、審議会等の会

議を傍聴しようとする者に

対し、適切な利便を提供する

よう努めるものとする。 

（諮問事案等の公表） 

第 14 条 市の機関は、審議会

等にその意見の提出を求め

るときは、原則としてその都

度、その旨及び意見の提出を

求める事案の内容を公表す

るものとする。 

２ 市の機関は、審議会等の会

議の予定を公表するものと

する。ただし、会議を公開し

ないとき及び緊急に会議を

開催する必要があるときは、

この限りでない。 

３ 市の機関は、審議会等の検

討の経過及びその結果を、必

要に応じて公表するよう努

めるものとする。 

（議事録の作成） 

第 15 条 市の機関は、審議会

る。 

（附属機関等） 

第 11 条 市の機関は、附属機

関その他意見を求める機関

（以下「附属機関等」とい

う。）の委員を選任するとき

は、次の基準に従うよう努め

るものとする。 

(1) 幅広い分野の中から適

切な人材を選任すること。 

(2) 公募により選任する委

員（以下「公募委員」とい

う。）を含めること。ただし、

法令等の規定により委員の

構成が定められている場合

その他公募委員を選任しな

いことに合理的な理由があ

る場合は、この限りでない。 

２ 市の機関は、附属機関等の

委員を選任したときは、その

氏名、年齢、職業、任期等を

公表するものとする。ただ

し、公表しないことに合理的

な理由があるときは、この限

りでない。 

３ 附属機関等の会議（以下

「会議」という。）は、公開

するものとする。ただし、次

の各号に掲げる場合は、この

限りでない。 

(1) 法令等の規定により公

開しないこととされている

場合 

(2) 会議の内容が個人情報

にかかわるものである場合

その他公開しないことに合

理的な理由がある場合 

(3) 会議を公開することに

より、公正かつ円滑な議事

３ 会議の公開及び会議の記

録の公表の実施に関し必要

な事項は，市の機関が別に定

める。 

（市民投票の実施） 

第 14 条 市長は，市の存立に

係る重要な事項であって，市

民の意思を直接問う必要が

あると認めるときは，市民投

票を実施することができる。

２ 市民投票に付すべき事項

並びに市民投票の期日，資格

者，方式，成立要件及び結果

の取扱いその他市民投票の

実施に関し必要な事項につ

いては，別に条例で定める。
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策に効果的に反映するよう

努めるものとする。 

 (住民投票の実施請求権を

有する者等) 

第 16条 自治基本条例第 26条

第 1項に規定する住民投票

(以下「住民投票」という。)

の実施を請求することがで

きる者は、次の各号のいずれ

かに該当する者として、規則

で定めるところにより住民

投票実施請求資格者名簿(住

民投票の実施を請求するこ

とができる者の氏名、住所、

性別及び生年月日等が記載

された名簿をいう。以下同

じ。)に登録されたものとす

る。 

(1) 年齢 20 歳以上の日本国

籍を有する者で、その者に

係る静岡市の住民票が作成

された日(他の市町村から

静岡市に住所を移した者で

住民基本台帳法(昭和 42 年

法律第81号)第22条の規定

により届出をしたものは、

当該届出をした日)から引

き続き 3月以上静岡市の住

民基本台帳に記録されてい

るもの(永住外国人が日本

国籍を有する者となったと

きは、外国人登録法(昭和

27 年法律第 125 号)第 4 条

第 1項に規定する外国人登

録原票(次号において「外国

人登録原票」という。)に居

住地を静岡市として登録さ

れ、又は同法第 8条第 1項

の規定により居住地を静岡

2 市の執行機関は、審議会等

の会議を開催するに当たっ

ては、次に掲げる事項を公表

するものとする。ただし、緊

急に会議を開催する必要が

ある場合は、この限りでな

い。 

(1) 会議の開催の日時及び

場所 

(2) 傍聴等の手続 

3 市の執行機関は、審議会等

の会議録を作成し、非公開情

報を除き公表するよう努め

るものとする。 

(市民政策提案手続) 

第 13条 市民政策提案手続は、

対象事項(第 5条第 2項及び

第 4項に該当するものを除

く。)について、市の区域内

に住所を有する者で、かつ、

満 20歳以上のもの 10人以上

の連署をもって、その代表者

が市の執行機関に対して行

うことができる。 

2 市民政策提案手続におい

て、市の執行機関が政策等の

提案を求めようとするとき

は、次に掲げる事項を公表す

るものとする。 

(1) 提案を求める政策等の

目的 

(2) 提案できるものの範囲 

(3) 提案の提出先及び提出

方法 

(4) 提案の提出期間 

3 市の執行機関は、提案のあ

った政策等について総合的

に検討し、検討の結果及び理

由を提案したもの(代表者が

実施) 

第 17 条 市の機関は、事案に

対する多様な意見を幅広く

収集する必要がある場合に

は、パブリック・コメントを

実施します。 

(実施に当たっての公表事

項) 

第 18 条 市の機関は、パブリ

ック・コメント手続により意

見を求めようとするときは、

次の事項を公表するものと

します。 

(1) 対象とする事項の案 

(2) 対象とする事項の案を

作成した趣旨、目的など 

(3) 市の機関が必要と認め

る資料 

(4) 意見の提出方法、提出期

間と提出先 

(5) 検討結果の公表の予定

時期 

(意見の提出方法) 

第 19 条 パブリック・コメン

ト手続における意見の提出

方法は、次に掲げる方法とし

ます。 

(1) 郵便又は民間事業者に

よる信書の送達に関する法

律(平成 14 年法律第 99 号)

第 2 条第 6号に規定する一

般信書便事業者、同条第 9

項に規定する特定信書便事

業者若しくは同法第 3条第

4号に規定する外国信書便

事業者による同法第 2条第

2項に規定する信書便によ

る送付 

(2) ファクシミリによる送

等の会議が開催されたとき

は、次の事項を明らかにした

議事録を作成するものとす

る。 

(１) 会議の日時、場所、出

席者氏名及び傍聴者数 

(２) 会議の議題 

(３) 会議での検討に使用

した資料等の内容 

(４) 会議における発言の

内容又は議事の経過 

(５) 会議の結論 

(６) その他必要な事項 

（パブリックコメント手続

等） 

第 16 条 パブリックコメント

手続その他の書面等による

意見を広く募集する方法に

より行う市民参加手続の進

め方については、第１節及び

この節に定めるところによ

る。 

（意見の提出方法等） 

第 17 条 パブリックコメント

手続における意見の提出方

法は、その記録性を確保でき

る範囲で、可能な限り多様な

方法を認めるものとする。 

２ パブリックコメント手続

における意見の提出期間は、

１月以上とする。ただし、緊

急その他やむを得ない理由

があるときは、その理由を公

表した上で、意見の提出期間

を１月未満とすることがで

きる。 

（公表事項） 

第 18 条 市の機関は、パブリ

ックコメント手続を行うと

運営に支障が生ずると認め

られる場合 

４ 市の機関は、会議を開催す

る場合は、あらかじめ開催日

時、場所等を公表するものと

する。ただし、緊急を要する

場合その他公表しないこと

にやむを得ない理由がある

場合は、この限りでない。 

５ 市の機関は、会議を開催し

たときは、会議録を作成し、

公表するものとする。ただ

し、会議録に西宮市情報公開

条例（昭和 61 年西宮市条例

第 22 号）第６条各号に規定

する非公開情報が記録され

ている場合は、この限りでな

い。 

（その他の措置） 

第 12 条 第６条から前条まで

の規定に定めるもののほか、

市の機関は、案の作成又は政

策の立案、実施等に際して、

広く市民等の意見及び提案

を得るために必要な措置を

講ずるよう努めるものとす

る。 

（住民投票） 

第 13 条 市長は、市政に関し、

市民の意思を直接問う必要

があると認めるときは、住民

投票を実施することができ

る。 

２ 住民投票を実施しようと

するときは、その案件ごとに

次の各号に掲げる事項を別

に条例で定めるものとする。 

(1) 住民投票に付すべき事

項 
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市として変更の登録を申請

した日からその者が日本国

籍を有する日の前日までの

期間とそれに引き続き静岡

市の住民基本台帳に記録さ

れる期間を通算した場合に

3月以上の期間となるも

の) 

(2) 年齢 20 歳以上の永住外

国人で、外国人登録原票に

登録されている居住地が静

岡市にあり、かつ、当該登

録の日(外国人登録法第 8

条第 1項の規定による申請

に基づく同条第 6項の居住

地変更の登録を受けた場合

は、当該申請の日)から 3

月を経過したもの 

2 前項の永住外国人とは、次

に掲げるいずれかに該当す

る者をいう。 

(1) 出入国管理及び難民認

定法(昭和 26 年政令第 319

号)別表第 2の上欄に掲げ

る永住者の在留資格をもっ

て在留する者 

(2) 日本国との平和条約に

基づき日本の国籍を離脱し

た者等の出入国管理に関す

る特例法(平成 3年法律第

71 号)に定める特別永住者 

3 自治基本条例第 26条第 1項

に規定するその総数の 50 分

の 1の数は、規則で定めると

ころにより住民投票実施請

求資格者名簿の登録が行わ

れた日以後直ちに告示しな

ければならない。 

(住民投票の請求に関する処

あるときは、その代表者)に

通知しなければならない。 

4 市の執行機関は、前項に規

定する検討の結果及び理由

は、原則として公表するもの

とする。 

(その他の市民参加の方法) 

第 14 条 市の執行機関は、第 8

条から前条までに定めるも

ののほか、適当と認める市民

参加の方法があるときは、こ

れを積極的に用いるものと

する。 

 

信 

(3) 電子メールによる送信 

(4) 市の機関が指定する場

所への書面による提出 

(5) 前各号に掲げるものの

ほか、市の機関が必要と認

める方法 

2 パブリック・コメント手続

における意見の提出期間は、

1月以上とします。ただし、

緊急の必要がある場合その

他やむを得ない理由により 1

月の期間を確保できない場

合は、この限りではありませ

ん。 

3 パブリック・コメント手続

により意見を提出しようと

するものは、個人の場合は住

所と氏名、団体の場合は主な

事務所の所在地、名称と代表

者名を明らかにしなければ

なりません。 

(検討結果の公表) 

第 20 条 市の機関は、前条第 1

項の規定により提出された

意見の検討を終えたときは、

非公開情報を除き、速やかに

次の事項を公表するものと

します。 

(1) 提出された意見の内容 

(2) 提出された意見の検討

結果とその理由 

(市民説明会の開催) 

第 21 条 市の機関は、事案の

説明などを通して、複数の市

民の意見を収集する必要が

ある場合には、市民説明会を

開催します。 

(市民説明会開催の公表) 

きは、次の事項を公表するも

のとする。 

(１) 対象とする事案の内

容 

(２) 対象とする事案の処

理方針についての原案及び

関連事項 

(３) 意見の提出先、提出方

法及び提出期限 

(４) 意見を提出すること

ができる者の範囲 

(５) 第７条第２項の規定

により行う検討結果等の公

表の予定時期 

(６) その他必要な事項 

（準用） 

第 19 条 市の機関が、その原

案作成前の行政活動につい

て、書面等による意見を広く

募集する方法により市民参

加手続を行うときの手続は、

前２条（前条第２号に掲げる

事項の公表を除く。）の規定

を準用する。 

（公聴会） 

第 20 条 公聴会を開催する方

法により行う市民参加手続

の進め方については、第１節

及びこの節に定めるところ

による。 

（公聴会開催の公表） 

第 21 条 市の機関は、公聴会

を開催するときは、第４号に

掲げる意見の提出期限の１

月前までに、次の事項を公表

するものとする。 

(１) 公聴会の開催日時及

び開催場所 

(２) 対象とする事案の内

(2) 住民投票の期日、資格

者、方法及び成立要件 

(3) 住民投票の結果の取扱

い 
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置等) 

第 17 条 市長は、自治基本条

例第 26 条第 2項の規定に基

づき、住民投票の実施の請求

について市議会に付議しよ

うとするときは、同条第 1項

の規定による請求を受理し

た日から 20 日以内に市議会

を招集するものとする。 

2 市長は、自治基本条例第 26

条第 2項の規定による付議の

結果を同条第1項の代表者に

通知するとともに、これを公

表するものとする。 

3 前条及び前 2項に掲げるも

ののほか、住民投票の請求の

処置等に関しては、地方自治

法(昭和 22年法律第 67号)第

74 条第 2項、第 4項及び第 6

項から第 8項まで、第 74 条

の 2第 1項から第 6項まで並

びに第 74 条の 3第 1項から

第 3項までの規定の例によ

る。 

第 22 条 市の機関は、市民説

明会を開催するときは、規則

で定めるところにより開催

日時、開催場所、内容などを

事前に公表するものとしま

す。 

2 市の機関は、市民説明会を

開催したときは、規則で定め

るところにより開催記録を

作成し、公表するものとしま

す。ただし、非公開情報は、

公表しないものとします。 

 (ワークショップの開催) 

第 23 条 市の機関は、議論、

共同作業などを通して、複数

の市民との一定の合意形成

を図る必要がある場合には、

ワークショップを開催しま

す。 

(ワークショップ開催の公

表) 

第 24 条 市の機関は、ワーク

ショップを開催するときは、

規則で定めるところにより

開催日時、開催場所、内容な

どを事前に公表するものと

します。 

2 市の機関は、ワークショッ

プを開催したときは、規則で

定めるところにより開催記

録を作成し、公表するものと

します。ただし、非公開情報

は、公表しないものとしま

す。 

 (住民投票の実施) 

第 25 条 市長は、市政に関す

る重要な事項について、広く

市民の意思を確認するため

に、必要に応じて住民投票を

容 

(３) 対象とする事案の処

理方針についての原案を作

成したときは、その内容及あ

び関連事項 

(４) 公述人となることが

できる者の範囲及び意見の

提出期限 

(５) 第７条第２項の規定

により行う検討結果等の公

表の予定時期 

(６) その他必要な事項 

２ 市の機関は、その提出期限

までに意見の提出がなかっ

たときは、公聴会を中止し、

その旨を公表する。 

（公聴会の運営） 

第 22 条 公聴会は、市の機関

の長が指名する者が議長と

なり、主宰する。 

２ 公聴会の参加者は、公聴会

の円滑な進行を図るために

議長が発する指示に従わな

ければならない。 

３ 前２項に定めるもののほ

か、公聴会の運営に関する事

項は、市の機関が規則等で定

める。 

（調書の作成等） 

第 23 条 議長は、公聴会を開

催した都度、次の事項を記録

した調書を作成し、市の機関

の長に提出するものとする。

(１) 公聴会の開催日時及び

開催場所 

(２) 公述人その他の参加者

の氏名及び傍聴者数 

(３) 対象とした事案の内容 

(４) 公聴会で配布された資
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実施することができます。 

2 住民投票を行う場合は、投

票する事項ごとに、投票の期

日、投票の資格、投票の方法、

投票結果の公表その他必要

な手続を規定した条例を別

に定めるものとします。 

(住民投票の請求と発議) 

第 26 条 市民のうち、選挙権

がある者は、法第 74 条第 1

項の規定により、その総数の

50分の1以上の者の署名を集

めることにより、住民投票に

ついて規定した条例を制定

することを市長に請求する

ことができます。 

2 市議会の議員は、法第 112

条第 1項と第 2項の規定によ

り、議員定数の 12 分の 1以

上の市議会議員の賛成によ

り、住民投票について規定し

た条例を市議会に提出する

ことができます。 

3 市長は、住民投票について

規定した条例を市議会に提

出することができます。 

料等の内容 

(５) 公述人の発言の内容及

び質疑の内容 

(６) その他必要な事項 

２ 市の機関は、公聴会が終結

したときは、必要に応じ、前

項の規定により提出された

調書を公表するよう努める

ものとする。 

（その他の市民参加手続） 

第 24 条 前３節に定める方法

以外の方法により行う市民

参加手続（以下「その他の市

民参加手続」という。）の進

め方については、第１節及び

この節に定めるところあに

よる。 

（その他の市民参加手続実

施の公表） 

第 25 条 市の機関は、その他

の市民参加手続を行うとき

は、次の事項を公表するもの

とする。 

(１) 対象とする事案の内

容 

(２) その他の市民参加手

続の内容 

(３) 日時及び場所を定め

てその他の市民参加手続を

行うときは、その日時及びあ

場所 

(４) 対象とする事案の処

理方針についての原案を作

成したときは、その内容及ｗ

び関連事項 

(５) その他の市民参加手

続に参加することができる

者の範囲 

(６) 第７条第２項の規定
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により行う検討結果等の公

表の予定時期 

(７) その他必要な事項 

２ 前項の規定による公表は、

緊急その他特別の理由があ

るときを除き、その他の市民

参加手続を行う期日の１月

前までに行うものとする。 

第３章 市民参加手続

の実施以外の方法による行

政活動への市民参加の推進 

（市民意見の積極的な把握）

第 26 条 市の機関は、市民を

対象とした継続的な意識調

査を実施すること、市民と市

職員との対話の機会を設け

ることその他適切な方法に

より、行政活動に関する市民

の意見を積極的に把握する

よう努めるものとする。 

（市民が自発的に提出した

意見の取扱い） 

第 27 条 市の機関は、市民参

加手続を経ずに提出された

市民からの提案、要望、苦情

等についても、その趣旨及び

内容がこの条例の目的に合

致すると認められるものに

ついては、第７条の例により

検討し、その結果等を公表す

るよう努めるものとする。 
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庁内検討会議における市民参画方法についての意見 

 

１ パブリックコメントについて 

(１) 肯定的な意見 

ア パブリックコメントは最低限の手続として必要だと思う。 

イ パブリックコメントには審議会や住民説明会を補完する役割及び行政

の説明責任を果たすための役割があり、市民参画の基本となる。 

 

(２) 否定的な意見 

ア パブリックコメントを実施したとしても、市の判断が左右されることは

考えにくく、事業実施に影響しないのでは。有効性に疑問。 

イ 書き込みにはいい加減な意見も含まれるため、匿名では意見を受け付け

ないという自治体もある。一方で、登録制にすると抵抗感を感じ、敷居を

高くしてしまうおそれがある。 

ウ インターネットを活用した意見聴取は、比較的簡便に市民の意見を聴取

する方法としては有効だが、一方で、無責任な意見が多くなりがち。本当

に市民意見と言えるのか疑問。また、インターネットを活用できない高齢

者もまだ多いことから、聴取された意見に世代的な偏りがあるかも。 

 

(３) その他の意見 

ア 全ての参画手続きについてパブリックコメントと審議会というように

すると、大量になり市民も大変になる。効率と効果を考えれば、パブリッ

クコメントのみの手続があってもよい。参画を必要とする重要なものはパ

ブリックコメントにプラスアルファで他の手法を実施すればよいと思う。 

イ パブリックコメントの性質から言えば、最終案に対する意見でもらうの

が手段として効果的。計画の前段で意見をもらいたい場合はアンケートや

意見公募という手続をとればよい。 

ウ 高齢者に対してインターネットを前提としたパブリックコメントはわ

かりにくい。市民センターでも資料の閲覧や配布を行っているが、資料だ

けでも大量になる場合があり、高齢者にどのように意見をもらうかには課

題がある。 

エ 広報誌での今のパブリックコメント募集のお知らせでは正直何もわか

らない。他市では１ページの特集を組んだりしている。また、募集するだ

けでどのような意見が寄せられたかも掲載していない。情報提供手段を工

夫する必要があるように思う。 

オ 意見が少数しか集まらないというのが、現在実施しているものの問題点。

効果的に行う工夫が必要。 

（平成22年10月15日資料）

資料  ４ 
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カ パブリックコメントのみではなく、説明会等とセットで行うほうが良い

と思う。 

キ パブリックコメントで寄せられた少数意見について、少数意見であるか

ら重要であるという考え方と全体意見の中での比率を考えた取扱いとす

べきであるという考え方があり、寄せられた意見に対する取扱いも考えな

ければいけない。 

ク 条例や計画の最終案のみで実施するのではなく、計画策定の前段後段で

行うような方法もよいのでは。 

 

２ 審議会について 

(１) 肯定的な意見 

ア 「審議会」の公募委員にはきちんと報酬を支払うので、会社員など働い

ている人でも休暇を利用して、参加することが可能。どれだけ意見を出し

てもらえるかは分からないが。審議会という仕組みはよいと思う。 

 

(２) 否定的な意見 

ア 公募しても応募が少ない。 

イ 「審議会」は形だけで、本当に市民参画といえるのか疑わしいと思う。

公募市民の数も１人か２人と少ない。また、手続きにかかる市職員の労力

も大きいと思う。 

ウ 審議会を設置すると、さらに分科会などを設置することも多く、事務局

の事務量も多くなり、効率が悪くなるため、なんでもかんでも審議会を設

置すればよいとは思わない。 

 

(３) その他の意見 

ア 審議会の答申は重く、委員の一般公募を行った場合に、公募で選ばれた

人から無責任な意見、審議内容と無関係な意見等を出されるとその対応に

苦慮するため、一般公募の場合はしっかりと選定を行わなければいけない。 

イ 公募市民だけで良いかというとそうではないと思う。やはり、専門家の

意見も必要であると思う。単純に多数意見が通るとなると、偏った市政運

営となってしまうのではないか。一定の水準を充たし持続可能なものでな

ければならない。陪審員制度も、市民陪審員だけで最終的な判断を下して

はおらず、裁判官が大体の目安は言っている。 

ウ 行政にとって都合のいい人を選定しているととられないよう、客観的に

選定を行う必要がある。 

エ 審議会を設置すると、さらに分科会などを設置することも多く、事務局

の事務量も多くなり、効率が悪くなるため、なんでもかんでも審議会を設

置すればよいとは思わない。 
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３ 意見交換会（住民説明会）について 

(１) 肯定的な意見 

ア 専門家でない市民が参画することにこそ意義がある。例えば、主婦層に

はクチコミによるネットワーク力がある。そういった層が加わる仕組みを

作ることが大事。これからは市政にお金がかけられない時代、人と人との

つながりに期待するところは大きい。「市民説明会」を自治会とつながっ

てやっていくのもよい。 

イ 現在でも住民説明会は適宜行っており、当然必要なものと考えている。 

 

４ ワークショップについて 

(１) 肯定的な意見 

ア 地域の公園をどのようなものにするかといった前向きなものには手法

として用いることができる。 

イ 市民の意識を高めるという意味では効果がある。 

 

(２) 否定的な意見 

ア 専門家ではない顔を知らない人同士が議論するような場づくりをする

ためには高いファシリテーション等の技量が必要であり、職員では難しい。 

イ 長ければ２年、３年の時間を要するため、採用する際には熟慮が必要。 

ウ ワークショップは良いことだが、時間と金がかかり、運営が大変。それ

に見合う成果が得られるかどうかは疑問 

 

５ 公聴会について 

 特に意見がでなかった。 

 

６ 政策公募について 

政策提案アと同じである。 

 

７ 政策提案について 

ア 市民からの「政策提案」制度を明石でも将来的に実現できればよいと思

う。また、政策提案できるような人材の発掘、養成も大事であると思う。 

イ 政策提案の要件としては、１０人以上の市民による発案とするぐらいで

いいのでは。 

ウ 手法としては自治基本条例にも規定されているところであり(第１３

条)、手法として入れる必要はある。 
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８ その他の市民参画手続 

(１) 市民会議について 

ア （登録されている市民の中から）無作為抽出された市民が勉強会を経て、

専門家の意見も取り入れながら審議する仕組みを取り入れてみるのもお

もしろいと思う。 

イ 対象についての知識がないと有効な意見が得られないので、専門家（例

えば、建築計画などではまちづくりコンサルタント）による勉強会を経た

後に実施するほうが良いと思う。そうすれば一部の市民の要望に偏らない

ものができると考える。 

ウ 名古屋市のごみ問題の例では、あらかじめ利害関係者の意見などを参考

にシナリオ（プラン）を作成、無作為抽出による市民に提示し、学識者と

ともに検討を重ねてもらった。（シナリオは、選択肢ごとに導かれる将来

像がそれぞれ異なるものを複数用意。利害関係者は意思決定段階に関与し

ない。） 

エ 市民会議というものが、どのような手法をいうのかわかりにくい。 

オ コーディネーターに技量が求められるため、ノウハウをもったコンサル

タントに依頼する必要がある。 

カ 意見がある場合市民は対行政に対して言うというのが明石市の現状で

あり、専門家を入れず、市民のみで自立した意思決定を行うというところ

まで達していない。現段階で市民会議まで入れるのは早い。必要性が出て

きたときに条例改正をすればいいのではないか。 

キ 条例の手法の１項目として入れる必要はない。その他の手法に含めると

考えれば充分足りる。 

 

⑵ 市民アンケートについて 

ア 手法としては当然のものであり、特に条例に入れる必要があるのかは疑

問がある。 

イ アンケートは意見の掘り起しであり、過去に行っていたような全市的な

アンケートを実施し、担当課へ伝えるようなものであれば参画とはいえな

い。 

ウ サイレントマジョリティに対する参画の手法としては有効。 

エ 条例に規定すれば、アンケートの実施を行政の義務や努力義務にできる

という意義があるが、当然の手法であり条例に規定するまでの必要はない

のではないか。 
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市民参画方法と定義について 

 

市が実施する市民参画の手法は、次の通りとします。 

 

(１) 意見公募（いわゆるパブリック・コメント。） 市の執行機関(以下「市

長等」といいます。)が市民参画の対象とする事項(以下「対象事項」とい

います。)についての計画、条例、制度等（以下「施策等」といいます。）

の案並びに当該施策等の案の趣旨、目的、内容等及びこれに関連する資料

をあらかじめ公表して、意見の提出先及び意見の提出期間を定めて市民に

対して意見を求め、市民から提出された意見の概要及び当該意見に対する

市の考え方等を公表する一連の手続のこと。 

(２) 審議会等 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３４条の４第

項の規定により設置する附属機関その他市長等が意見等を聴くために設

ける審議会、検討会等のこと。 

(３) 意見交換会 市長等が対象事項についての施策等の案を説明し、及び

参加した市民からの意見、要望、提案等（以下「意見等」という。）を収

集し、又は参加した市民と意見交換することを目的として開催する説明

会、タウンミーティング（市長等と市民との対話型の集会をいう。）その

他の集会のこと。 

(４) ワークショップ 市長等と参加した市民又は参加した市民同士が議

論又は意見交換を通じて、対象事項についての施策等の案について合意形

成を図ることを目的とする会合のこと。 

(５) 公聴会 市長等が対象事項等に係る施策等の案及びこれに関連する

資料をあらかじめ提示して、当該施策等の案についての自己の意見の公述

希望者のうちから、公開の意見聴取において意見を述べる機会を与える者

を選定し、その選定した者（以下「公述人」という。）に対し、公開の意

見聴取を行う会合のこと。 

(６) 政策公募手続 市長等が対象事項についての施策等の立案、実施等に

ついて、市民等に意見を募集する手続のこと。 

(７) 政策提案手続 市民等が対象事項についての具体的な施策等の立案、

実施等を提案し、市長等が当該提案に対する当該市長等の考え方を公表す

る一連の手続のこと。 

(８) その他の市民参画手続 市長等が対象事項等について市民参画を求めるために行

う手続であって前各号に掲げるもの以外のもの 

 【考え方】 

市民参画の方法は、多種多様であるため、現在一般的に行われている代表

的なものと、他市で既に実施している先駆的方法を列挙し、その他で市長等

（平成22年10月15日資料）

資料 ５ 
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が事案に応じて必要と認める市民参画のために実施する方法を、市民参画方

法として定めるものです。 

第１号の意見公募手続から第３号の意見交換までは、市民参画の代表的な

もので、本市の市民参画の実施においてもほとんどこの方法によっています。

条例に規定することにより実施のルール化を図ります。また、他市の例でも

必ず規定されているもので、市民参画方法の標準装備といえます。 

第４号のワークショップは、最近で実施されるケースが増えてきましたが、

これも話題やファシリテーターの力量に大きな比重があります。例えば参加

した市民同士の利害対立が大きいものにはなじまないかもしれません。 

例：ごみ処理場建設についての議論では、ごみ処理場は必要でも、建設位

置は合意形成が難しい。うちの裏庭は嫌。 

第５号の公聴会は、建築基準法などの法律で計画の策定などの場合に利害

関係者から公開の場で意見聴取するために開催することが義務付けられてい

るものがありますが、市においては、法律で実施が義務付けられている場合

を除き、ほとんど利用されていません。時間的、会場や日時的な制約が多い

割には、なかなか公述人になろうとする市民もいないといった危惧があるた

めだと思われます。 

第６号と第７号は、他市の例を参考にしています。 

第６号は市が施策案を決めるのではなく、施策案を市民に募集するもので

す。例えば、「のら猫対策としてどのようなものが考えられるでしょうか。案

をください。」といったものを募集すると、例えば「捕獲とか去勢費用の助成

とか子猫を捨てる人に罰則を与えればいい」といった考えがでてきます。市

ではどのように対処すればよいのかを検討するうえで、こうした意見は参考

になります。 

第７号は市民の側からの提案を受けるものです。 

ただし、この方法は要望提案とは区別して考えています。個人での要望提

案については、市民の声でお伺いしているところですが、それとは別に一定

数の市民が同調して行政政策等の案が提出された場合には、市民ニーズが高

いものとして考えていくべきものと思うからです。 

第８号は市民参画の方法はこのほかにもいろいろあるため、その最も適切

な方法をこれ以外に市長はとれることを定めています。 

例えば、計画立案段階ならアンケート、ヒアリング、モニタリング、意見

集約段階ならフォーラムやシンポジウムなど、説明段階では出前講座などが

当たるとおもわれます。 
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市民参画方法と手続について 

１ 意見公募手続 

１ 意見公募手続により意見を求めようとするときは、あらかじめ次の事項を公表する。 

(１) 対象事項等に係る施策等の案及びこれに関連する資料 

(２) 意見を提出することができるものの範囲 

(３) 意見の提出先及び提出方法 

(４) 意見提出期間 

２ 意見提出期間は、公表の日から起算して３０日以上。ただし、３０日以上の期間を取

れない場合は、理由を示すこと。 

３ 意見公募手続により意見を提出できるものは、次のものとするが、対象事項によって

は範囲を広げたり狭めたりすることができる。 

 (１) 市の区域内に住所を有する個人（以下「住民」という。） 

 (２) 市の区域内に通勤する者（前号に掲げる者を除く。以下「通勤者」という。） 

 (３) 市の区域内に通学する者（第１号に掲げる者を除く。以下「通学者」という。） 

 (４) 事業者等（市内において、事業活動又は市民活動を行う者又は団体） 

 (５) 意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの（前各号に掲げるものを除く。） 

４ 意見提出方法は次のいずれかでできるが、案件により指定することも可能 

 (１) 持参 

 (２) 郵便 

 (３) ファクシミリ 

 (４) 電子メール 

５ 意見公募手続を実施して対象事項等に係る施策等を定めた場合は、速やかに、非公開

情報（明石市情報公開条例第１１条各号に規定する非公開情報をいう。）を除き次の事

項を公表する。 

(１) 意見公募手続に係る施策等の案の名称 

(２) 提出された意見の概要 

(３) 提出された意見に対する検討の結果及びその理由 

６ 市長等は、意見公募手続をしたにもかかわらず対象事項等に係る施策等を定めないこ

ととした場合は、その旨及び理由を公表する。 

７ 市長等は意見公募手続を実施せず対象事項に係る施策を定めた場合は、当該対象事項

に係る施策を公表する日（告示若しくは公示の日又は地方自治法第９６条に定める議決

事件である場合にあっては、議会へ提案する日をいう。）と同時期において意見公募手

続を実施しなかった旨及び理由を公表する。 

 【考え方】 

 意見公募手続は、市の施策等の原案に対して市民が対案や意見などを提出することを内

容とするものなので、この手続を通して市民参画を進めるためには、できるだけ市民が意

見等を提出できやすくすることが必要です。 

 １は、意見公募手続を実施する場合には、第１号から第４号までに掲げる事項を市民に

（平成22年10月15日資料）

資料  ６ 



 

32 

 

公表するべきことを定めています。 

 ２は、意見公募手続を行う場合は、市民が対象となる施策等の案や資料等をあらかじめ

提示して、市民にその内容について十分理解していただくとともに、市民に当該施策等の

案について十分検討する時間を確保する必要があることから、意見提出期間を公表の日か

ら原則３０日間設けることを定めたものです。ただし、施策等の実施を急ぐ必要があるた

め当該期間を短縮する必要がある場合に、市民に対してその理由について説明する責任が

あります。 

 ３は、市民が意見提出を行うことができる人の範囲を定めています。 

 ４は、意見提出の方法について定めています。 

 ５は、意見公募手続を経た施策等を実施する場合には、意見等の検討結果や反映状況を

公表することを義務付けたものです。市長等がこれらを明らかにし、説明責任を果たすこ

とで、施策等の決定過程の透明性を高め、市民の施策等に関する理解を深めることを目的

としています。公表内容に明石市情報公開条例に規定する非公開情報が含まれるときは、

その部分は公表しないものとします。これは不当に他の者の権利等が害されるおそれがあ

るためです。 

 なぜ、このようなことを市長等に義務付けるかということについては、市民の意見等を

聴いても、それを聴きっぱなしにしたのでは市民参画の意義が失われるばかりか、市民の

市民参画に対する信頼が完全に損なわれるためです。 

 ６は、市長等は意見公募手続を経たにもかかわらず、最終的にその施策等を定めなかっ

たときに、市長等に対してその定めなかったことについて、説明責任を果たすべきことを

定めたものです。 

 ７は、市民参画の原則の中で、対象事項については必ずその施策等の案については意見

公募手続を経ることを定めていますので、その義務を果たせない特段の事情があった場合

においては、行わなかった理由を示す説明があることを定めています。 
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２ 審議会等 

１ 審議会等を組織するときは、審議会等の委員の選任に当たっては、次に掲げる基準に

従うよう努める。 

(１) 当該委員が住所を有する市の区域内の地域の構成、委員の年齢の構成、男女の割

合等に配慮し、市民の幅広い意見が反映されるようにすること。 

(２) 幅広い分野の中から適切な人材を選任すること。 

(３) 公募市民を委員に含めること。ただし、法令等により委員の構成が定められてい

る場合その他公募委員を選任しないことについて正当な理由があるときは、この限り

でない。 

２ 審議会等の委員を選任したときは、その氏名、年齢、職業、選任の区分、肩書、任期

その他市長等が必要と認める事項を公表する。ただし、正当な理由があるときは、この

限りでない。 

３ 毎年度、審議会等（前項ただし書の規定により公表をしないものを除く。）について、

次の事項を公表する。 

(１) 構成員の氏名、年齢、職業、選任の区分、肩書及び任期 

(２) 公募市民が委員にいない場合は、その理由 

４ 審議等の会議は、公開。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部

又は一部を公開しないことができる。 

(１) 法令等の規定により公開しないとされている場合 

(２) 会議の内容に情報公開条例に定める非公開情報が含まれる場合 

(３) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められ

る場合 

５ 審議会等の会議を開催するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を公表する。

ただし、緊急に会議を開催する必要がある場合その他会議の開催について支障があると

認められる正当な理由がある場合は、この限りでない。 

(１) 会議の開催の日時及び場所 

(２) 議題及び審議すべき事項の概要 

(２) 傍聴についての手続 

６ 審議会等の会議録の作成義務 

７ 審議会等の議事の概要の公表 

(１) 出席者の氏名 

(２) 議題及び議事の経過の概要 

(３) その他、審議会等の審議状況を示す主な事項 

 【考え方】 

 審議会等の設置や運営の基準を定めています。 

 １は、市民参画の実施において審議会等を設置する場合に、その構成員の選定に関する

基本的な基準を定めたものです。 

 審議会等は、比較的少数の固定されたメンバーで、特定課題について詳細な検討を行う

ために設置されるものであり、一般的にここで審議された結論は施策等の策定について大

きな影響力を持つこととなります。 
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 従来から審議会等は市の施策等の案の審議等について活用されてきましたが、行政側に

とって都合の良い人を人選しているのではないかという批判もありました。こういった批

判にこたえるためには、審議会等の人選を、市の区域内の地域の構成、委員の年齢の構成、

男女の割合等に配慮して適切に行うことが必要です。また、多様な市民の考え方を反映さ

せることが望ましいことから、法令などにより審議会等のメンバーが既に決められている

場合や公募委員を選任しないことについて正当な理由がある場合を除き、公募市民を審議

会等の委員に選任すべきこととしています。 

 ここでいう正当な理由とは、その審議の内容が個人のプライバシーに関することであっ

たり、高度に専門的な知識が要求されるといった事情によりそもそも公募することになじ

まない事案である場合や、公募したにも関わらず応募する者がいなかった場合などが考え

られます。 

 ２は、審議会等の委員が１の基準に基づいて選任されているかどうかを市民が判断でき

るよう、その委員について必要な事項を公表するものです。 

 市民にはどのような者がメンバーに加わっているのかを知る権利があることから、これ

らの事項を公表することとしたものです。 

 ３は、各審議会について、選任時のみならず年度ごとに、１の公募市民の参加と、２の

状況について公表するものです。趣旨は２に同じです。 

 ４は、市民参画の実施について審議会等を設置する場合は、原則その会議は、(１)から

(３)までに掲げる場合を除いて、公開することを定めたものです。 

 審議会等の設置は２面性を持ちます。１つには市民の公募委員を審議機会等に参加させ

ることにより審議会等の審議において市民の意見を述べる機会を確保することによる直接

的参画の側面と、もう１つは審議会等の会議や資料等の公開により、会議の内容を市民が

知ることにより、将来の市民参画を促す間接的参画の側面であります。このことから会議

の公開は重要です。 

 ５は、審議会等の会議を公開し、間接的参画を保障するためには、市民に広く開催につ

いて周知する必要があります。ただし、その会議が非公開とされたものである場合や、諸

般の事情によりあらかじめ開催日時を特定できないなど会議日程等を事前に公表できない

特段の事情がある場合は排除しています 

 ６は、審議会等の会議録の作成を義務付けたものです。審議会等の会議録を作成するこ

とは、そのような経過を経て審議会等の検討の結論が導かれたかを明らかにする上で必要

不可欠なものです。非公開の会議や、会議の内容に非公開情報が含まれている場合であっ

ても、議事録は必ず作成しなければなりません。 

 ７は、公開の審議会等の会議において傍聴することができない市民に対してその市民参

画の機会を保障するために、審議会の審議状況を示す主な事項を公表することを定めたも

のです。
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３ 意見交換会 

１ 意見交換会を行おうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表

する。 

(１) 意見交換会の開催日時及び場所 

(２) 意見交換会に参加できる者の範囲 

(３) 意見交換会で意見交換する施策等の案及びこれらに関連する資料 

２ 前項の公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、市民説明会を開催する日

から起算して３０日前までに行う。 

３ 意見交換会を開催したときは、開催記録を作成する。 

４ 意見交換会を開催したときは、その内容を公表する。 

 【考え方】 

 意見交換会を行う場合についての手続きについて定めたものです。 

 意見交換会は、直接対面方式により一定の人数の市民を一堂に会し、市長

等が施策等の説明を行った後、参加者から意見等の提出を受け、あるいは市

長等と参加者、参加者相互で意見等を述べ合うものなどです。 

 この意見交換会の態様として、意見交換会、市民説明会、タウンミーティ

ング、懇談会、出前講座などがあります。 

 意見交換会は、施策等の決定前に、施策等に市民の意見を反映させること

を目的として行うものと、既に施策等を決定した後で、その内容を周知し、

理解や協力を得ることや、情報提供、情報共有、市長等の説明責任を果たす

ことを目的として行うものがあります。 

 また、施策等が住民に与える影響を勘案して、参加人数の範囲や地域を定

めたりする場合もあります。 

 ３と４の考え方は、審議会等と同じです。 
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４ ワークショップ 

１ 市長等はワークショップを開催しようとするときは、その適切な運営を図り、市民等

との協働に配慮し、行うものとする。 

２ ワークショップを開催するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を公表する。

(１) ワークショップの名称 

(２) ワークショップを行う目的 

(３) ワークショップの対象となる対象事項等 

(４) ワークショップに参加できる者の範囲 

(５) ワークショップにおいて議論し、合意形成を図りたい事項 

(６) ワークショップの実施回数、開催日時及び場所 

(７) 上記の各号に掲げるもののほか規則で定める事項 

３ 前項の公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、ワークショップを開催す

る日から起算して３０日前までに行う。 

４ ワークショップを開催したときは、開催記録を作成する。 

５ ワークショップを開催したときは、その内容を公表するものとする。 

 【考え方】 

ワークショップとはメンバーをあまり固定せず、比較的少人数で、自由な

議論や共同作業を通じて合意形成を図っていくところに特色があります。 

施策等について、ファシリテーターの進行のもとに、市民と市、市民同士

がブレーンストーミングなど様々な共同作業を通じて、多様な市民等の意見

を引き出しながら、一定の方向性などを見出すための会合をいいます。 

市民が自由意見を出し合い、多様な共同作業を通じて合意形成は図ること

から、参加した市民にとっては充実感が得られる点や市民のアイデア等が

様々な意見を通して集積される点においても非常に効果的な方法であるとも

いわれています。 

ファシリテーターとは、議論に対して中立な立場を保ちながら話し合いに

介入し、議論をスムーズに調整しながら合意形成や相互理解に向けて深い議

論がなされるよう調整しながら会議を進行する役割を負った人をいいます。 

ワークショップの成功の鍵はファシリテーターにかかっているといっても

過言ではありません。 

ワークショップの開催に当たっては、参加者の役割の明確化や施策等の進

め方の信頼感を構築するためにも、議題、作業内容、実施回数及びファシリ

テーターの役割分担など、ワークショップの開催内容をあらかじめ参加者に

説明し、理解してもらうことが重要です。 

１においてはワークショップ手続を行う際の基本的な注意事項を定めたも

のです。お互いが合意形成という一つの目的をもって協働する必要があるこ

とを定めたものです。 

２から５までの考え方は、審議会等と同じです。 
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５ 公聴会 

１ 公聴会は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全

部又は一部を公開しないことができ。 

(１) 法令等の規定により公開しないこととされている場合 

(２) 公聴会の内容に情報公開条例に定める非公開情報が含まれる場合 

(３) 公聴会を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生

ずると認められる場合 

２ 公聴会を開催するに当たっては、第５号に掲げる意見提出期限の３０日

前までに、次に掲げる事項を公表。ただし、非公開の公聴会である場合、緊急に

開催する必要がある場合その他公聴会の開催について支障がでると認められる正当な

理由がある場合は、この限りでない。 

(１) 対象事項等に係る施策等の内容(案を作成している場合は、その案)

及びこれに関連する資料 

(２) 公聴会の開催の日時及び場所 

(３) 公述人となることができる者の範囲 

(４) 意見の提出先及び提出方法 

(５) 意見提出期限 

(６) 傍聴についての手続 

３ 意見提出期限までに意見の提出がなかったときは、公聴会を中止すると

ともに、その旨を公表する。 

４ 公聴会を開催したときは開催記録を作成する。 

５ 公聴会を開催したときは、その内容を公表 

６ 公聴会は、市長等が指名する者が議長となり、主宰する。 

７ 公聴会の参加者は、公聴会の円滑な進行を図るために議長が発する指示

に従わなければならない。 

【考え方】 

公聴会は、施策等の案を決定するに当たり、その参考にしたり、市民等の

意見を反映させるために、市民、利害関係者、学識経験者等から意見を聴取

する会を言います。 

 公聴会では、市の施策等に対して意見を述べたい市民があらかじめ公述人

としてエントリーし、公開の場所で、所定の方法により口頭で意見を述べま

す。意見提出手続(いわゆるパブリックコメント)が書面等による市民参画手

続であるのに対して、公聴会は口頭での意見表明という市民参画手続である

といえます。 

  

 

１は、公聴会は、原則公開としますが、法令等が要求する場合、審議内容

に個人情報などの非公開情報が含まれている場合、公述人（公述を希望する

者のうちから市長等が選んだ、公聴会で意見を述べる人）がある特定の利害
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関係者に限定される場合などについては非公開とすることができる旨を定め

ています。 

２は、公聴会の開催は一般的に、①公聴会の開催の公表と公述人の募集、

②公述人の決定、③公聴会の開催という順序で実施されるので、公聴会を行

う場合は、市民が公述人として応募できるよう、対象となる施策等の案や資

料等をあらかじめ提示して、市民にその内容について十分理解していただく

とともに、市民当該施策等の案について十分検討する時間を確保する必要が

あることから、公聴会開催の公表の日から意見提出期限までの間に少なくと

も３０日の期間を設けることを定めたものです。 

 ３は、公聴会を実施することとした場合において、意見提出期限までに意

見の提出がなく、公述人に応募する市民がいなかったときに、公聴会を中止

することを定めたものです。このような場合に、市の方から市民に公述人に

なってもらうことを依頼してアリバイ的に形式的に公聴会を実施することな

どがあってはいけません。結局市民参画に対する信頼を損ない、市民参画を

進める上では好ましいものではないからです。この場合において、公聴会を

実施せず、施策等の案を策定した場合は、その案について意見提出手続を行

うことが望ましいことはいうまでもありません。 

４及び５は、審議会等と同じです。 

６は、公聴会の主宰者について定めたものです。 

７は、公聴会に参画する公述人や傍聴者は議長の指示に従い、公聴会の円滑

な実施に協力しなければならないことを定めたものです。 
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６ 政策公募手続 

１ 政策公募手続を行おうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表 

(１) 提案を求める対象事項等の目的 

(２) 提案することができるものの範囲 

(３) 提案の提出先及び提出方法 

(４) 提案の募集期間 

２ 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、提案の募集

期限の３０日前までに行う。 

３ 政策公募手続により対象事項等に係る施策等を提案しようとするものは、規則で定め

るところにより行わなければならない。 

４ 市長等は、政策公募手続において提案があったときは、非公開情報を除き、その提案

の内容及び市長等の検討の結果を、提案がなかったときはその旨を公表するものとす

る。 

【考え方】 

 政策公募手続は、市長等が対象事項等に対してある一定の問題を提起し、市民からその

問題解決に当たっての提案を求める手続です。 

 政策公募手続は、市長等が対象となる施策等について市の施策等の案は示さず、市民の

自由な発想を求めることにより、市民の持つ知識、経験、創造性を市の施策等に活用して

いくことを目指しています。 

 ただし、提案を求めるべき対象事項等については、市がその都度決定することとなりま

す。 

＜例＞ 

「○○町に10,000平方メートルの土地がある。市としてはここに福祉センターを建てよう

と考えているが、どのような施設があれば良いか。」とかなどです。 

１は、市が政策公募手続を行う場合にあらかじめ公表すべき事項について定めています。 

２は、政策公募するときの公募期間は少なくとも３０日間とるべきことを定めています。 

３は、提案の方法等についての細目は規則で定めるものとしてものです。 

規則で定める事項は、ア政策公募に応ずることができる者の範囲、イ応募方法などの細

目です。 

４は、市長等に提案があったとき、又はなかったときの取扱いについて定めたものです。 
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７ 政策提案手続 

１ 市民（年齢満１８歳以上の本市の区域内において住所を有する者に限る。以下この条

において同じ。）は、対象事項について、市民１０人以上の連署をもって、その代表者

（以下「提案代表者」という。）から市長等に対して、対象事項に係る施策等について

の案を添えて政策の立案、実施等を提案することができる。ただし、提案される案の全

部又は一部が参画対象の除外とするもののいずれかに該当するときは、この限りでな

い。 

２ 市長等は、提案を受けたときは、市長等が当該提案が対象事項に該当するか否かの決

定を行い、提案代表者に通知する。 

３ 提案が対象事項に該当する場合において、提案代表者からの求めがあるときは、市長

等は、提案者と意見を交換する場を設けることができる。 

４ 市長等は、提案に係る政策等を行うか否かの決定を行い、提案代表者に通知する。 

５ ２又は４の決定を行ったときは、規則で定めるところにより公表するものとする。 

６ 提案代表者は、２又は４の決定に不服があるときは、説明を求めることができる。 

 【考え方】 

政策提案手続は、市民が自発的に施策等の案を提案し、市長等がその案を検討し、その

結果を提案代表者に通知するとともに、公表を行うものである。 

 市民政策提案手続は、単なる意見や要望ではなく、公共の福祉の増進の観点から、市全

体の公益を考慮して提案されることを目的とした制度であるので、提案できる場合を第１

項において限定している。なお、市民が行う要望、提案で１に掲げる要件(１０人以上の連

書)に該当しないものは政策提案手続としての取扱いはしませんが、そういう要望、提案等

の取扱いについては、市民が自発的に提出した意見等として取扱います。 

 １は、政策提案できる要件を定めています。 

 「年齢満１８歳以上の本市の区域内において住所を有する者」とは、提案する日におい

て年齢１８歳以上で、住民基本台帳法(昭和４２年法律第８１号)の規定に基づき明石市の

住民基本台帳に記載されている者及び外国人登録法(昭和２７年法律第１２５号)第４条第

1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が明石市にある者をいい、居住期

間の要件は問いません。 

 １０人以上の連署を要件とした理由は、安易な提案や無責任な提案は避けなければなら

ず、少なくとも１０人以上の賛同者が得られなければならないと考えたからです。 

ただし、この年齢要件、在住外国人要件、連署人数の要件は、議論する必要があります。 

２は、市長等が提案の内容を受けた場合において、その提案がこの提案制度の対象とな

る対象事項に該当するかどうかを、市長等の検討に先立ち通知するべき旨を定めたもので

す。よって、この制度になじまない要望や苦情等である場合は、明石市法令遵守の推進等

に関する条例（平成２２年条例第４号）に定める要望提案の取扱いとして取り扱うことと

なります。 

３は、２の通知を市長等が代表者に行った場合に、市長等に対して意見交換を求める場

を求められたときに、市長等がその場を設けることができる旨を定めたものです。 

４は、市長等に提案の内容が市民福祉の観点や現実性、効果等さまざまな角度から検討

し、その結果について代表者に通知すべき旨を定めたものです。 
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５は、市長等に２及び４の検討結果等を公表すべき旨を定めたものです。なお公表内容

等の詳細は規則で定めることとするものです。 

６は、市長等の決定について不服がある場合に、提案を行ったものが市長等に説明を求

めることができることを定めるものです。なお、市長等は説明責任を負うにとどまります。 
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８ その他の市民参画手続 

１の意見公募手続から７の政策提案手続までの方法だけでなく、施策等の案の作成又は政

策の立案、実施等に際して、広く市民等の意見等及び提案を得るために必要な場合は、

その他の市民参画手続をすることができる。この場合において、あらかじめ、規則で定

める事項を公表するものとする。 

２ 前項の公表は、緊急その他特別の理由がある場合を除き、その他の市民参加手続を行

う期日の３０日前までに行うものとする。 

 【考え方】 

 １は、市民参画については、１から７までの方法によるほか適宜有効な方法を市長等が

採れることを定めたものです。ただし、その場合は規則で定める事項を公表しなければな

らないとしています。 

規則では、次の事項を公表すべきとする予定です。 

(１) 対象とする事案の内容 

(２) その他の市民参画手続の内容 

(３) 日時及び場所を定めてその他の市民参画手続を行うときは、その日時及び場所 

(４) 対象とする事案の処理方針についての案を作成したときは、その内容及び関連す

る事項 

(５) その他の市民参加手続に参加することができるものの範囲 

 ２は、他の方法でも市民参画の実施については募集等から応募等までには、原則３０日

間とるべきことを定めたものです。 
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９ 市民が自発的に提出した意見等の取扱い 

１から８までの方法による市民参画方法によらず、市民が自発的に提出された市政に対す

る意見等については、明石市法令遵守の推進等に関する条例（平成２２年条例第２号）第

４章に定めるところにより、処理するものとする。 

 【考え方】 

 本条例に定める市民参画の方法(１から８までの方法をいう。)のほかに、市民が自発的

に市長等に意見を提出した場合の取扱いについて定めます。 

市民参画の手続は、基本的には市長等が施策等の案等を市民に提示することによって、

市民の意見等を聴取し、それを施策等に反映させていく仕組みですが、市民の市政に対す

る参画は、市長等の側からのルールに従って行われなければならないものではなく、日常

の市政に対する関心により市民が自発的に意見等を市長等に提出することも市政参画にほ

かなりません。このような自発的に寄せられる市民の意見等についても、市長等において

公正かつ適切に検討することで効果的に市政運営に生かしていく必要があります。また、

このような市民の意見等を有効に活用していくためには、市全体で情報を共有していくこ

とが重要です。現在、市民の意見等に対しては、明石市法令遵守の推進等に関する条例に

おいて市民の市政に対する要望、提案等の取扱いを定めているため、その定める方法によ

り、処理することを定めたものです。 

 

【参考】明石市法令遵守の推進等に関する条例（抜粋） 

（要望、提案等に対する基本原則） 

第31条 市の機関は、市民の市政への参画と協働を実現するため、市政運営に対する要望、

提案等の重要性を十分に理解し、誠実にその内容を受け止め、適正に対応しなければな

らない。 

２ 市の機関は、特定のものを特別に扱うことを求める要望、提案等に対しては、他のも

のの権利及び利益を害さないよう十分に留意し、正当な理由なく、特定のものに対して

便宜又は利益を図ることにならないよう慎重かつ適切に対応しなければならない。 

３ 市の機関は、要望、提案等が不当要求行為に該当すると認める場合は、これを拒否し

なければならない。 
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（平成 22年 10 月 15 日資料） 

他市の市民政策提案手続について 

 

区 分 埼玉県和光市 埼玉県久喜市 神奈川県座間市 

制度の概要  「市民政策提案手続」は、市民が具体的な政策等を提案し、そ
の提案に対し、市の機関が意思決定を行うとともに、その提案の

概要や市の機関の考え方などを公表する方法です。「市民参加条

例」により、市民が市政に参加するための方法のひとつとして定

められています。 

 「市民政策提案手続」には、「市民から自発的に提案する方法」

と「市の機関から提案を求める方法」があります。 

 

◆ 市民からの自発的な政策提案 

○ 提案できる政策等の範囲は、次のとおりです。 

    ・ 市の基本構想や基本的な事項を定める計画の策定や変更 

  
  ・ 市政の基本方針を定める条例や市民の義務や権利に関す 

る条例の制定や改廃 

    ・ 市民生活に大きな影響がある制度の導入や改廃 

  

  

  

※ただし、上記に該当する場合でも、法令の規定により 

実施の基準が定められておりその基準に基づき行うも 

のや、市税・水道料金のような金銭の徴収などについ 

ては、提案できません。 

  
  
  
※ １８歳以上の市内に住所のある１０人以上の署名が 

必要です。 

 

◆ 市の機関が市民に求める政策提案 

  ○ 市の機関から提案を求める場合には、公表事項があります。 

    ・提案を求める政策等の目的 

    ・提案できる者の範囲 

    ・提案の方法 

    ・その他提案に必要な事項 
  

市民政策提案制度の実施とは、市が市民の皆さんに具体的な政

策の提案を求め、提案された内容の検討を行い、意思決定を行う

とともに、提案に対する考え方を公表することです。 

 この制度は、市民参加の対象施策について、市民の皆さんが自

発的に市に対して提案することもできます。 

 

◆市民の皆さんからの自発的な政策提案 

 市民参加の対象施策について、市民の皆さんからの自発的な政

策提案を随時募集しています。 

 政策の提案を行うことができる方は、１３歳以上の市内に居住

し、通勤し、又は通学する方になります。また、提案を行うにあ

たっては、５人以上の連署が必要になります。 

 なお、対象施策に該当しない政策の提案をいただいた場合は、

この制度を活用することができません。 

 

○市民参加の対象施策とは・・・ （市民参加条例第５条第１項）

・市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画

の策定又は変更  

・市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正又は廃止  

・市民に義務を課し、又は市民の権利を制限することを内容と

する条例の制定、改正又は廃止  

・市民の生活に重大な影響を及ぼす条例の制定、改正又は廃止 

・公共の用に供される大規模な市の施設の設置に係る基本計画

等の策定又は変更 

 

○ただし、対象施策のうち次に該当するものは、政策提案をする

ことができません。（市民参加条例第５条第２項）  

・軽易と認められるもの  

・緊急に実施しなければならないもの  

・法令の規定により対象施策の基準が定められており、その基

準に基づき実施するもの  

・市の機関内部の事務処理に関するもの  

・市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの 

 

 

市民政策提案手続とは、市民等が具体的な政策等を提案し、そ

の提案に対し、市の執行機関が意思決定を行うとともに、市民等

からの提案の概要や市の執行機関の考え方などを公表する方法で

す。 
 なお、市民政策提案手続には、「市民から自発的に提案する方法」

と「市の執行機関から提案を求める方法」があります。 
 ※提案する政策等については、単なる意見や要望ではなく、市

の将来や市全体の利益を考えた建設的な内容であることが求

められます。 
 
◆市民からの政策提案 
 ○提案できる政策等の範囲は次のとおりです。 
  ・市の基本構想や基本的な計画の策定や変更 
  ・市の行政に関する基本的な制度を定める条例の制定や改廃

  ・義務を課し、権利を制限する条例の制定や改廃 
  ・市の全ての区域を対象とし、かつ、広く市民等に適用され、

   市民生活に重大な影響を及ぼす制度の制定や改廃 
 

資料 ７ 
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区 分 埼玉県和光市 埼玉県久喜市 神奈川県座間市 

市民政策提

案手続の流

れ 

  ○ 市民から自発的に提案する場合 

市民  
１８歳以上の市内に住所のある人が１０人 
以上で、政策等の案を添えて提案します。 

▼   

市の機関  
市の機関は、提案された政策等について 
総合的かつ多面的に検討します。 

▼   

市の機関  
市の機関は、検討結果とその理由を提案 
した人（代表者がいるときは、その代表者） 
に通知し、公表します。 

 

 
  ○ 市の機関から提案を求める場合 

市の機関  
市の機関は、提案を求める政策等の目的 
や提案できる人の範囲、提案の方法などを 
公表して政策等の提案を求めます。 

▼   

市民  
提案のある人は、市の機関の公表した提 
案の方法により提案します。 

▼   

市の機関  
市の機関は、提案された政策等について 
総合的かつ多面的に検討します。 

▼   

市の機関  
市の機関は、検討結果とその理由を提案 
した人（代表者がいるときは、その代表者） 
に通知し、公表します。 

 

 

 
 

○政策提案の募集 
 提案を求める目的、提出方法、提案できる方の範囲など

を公表し、提案を募集します。 

○提案の提出 
 政策提案をする方は、市民政策提案書、市民政策提案者

署名簿（５人以上の連署必要）を、市に提出します。 

○提案の検討 
 提出された政策の内容を検討します。 

○検討結果等を公表 
 検討結果及びその理由を公表します。 

 

 

 市内に住所を有する２０歳以上の人が

１０人以上で、政策等（対象事項）の案

を添えて提案します。 

 
 

 

 市の執行機関は、提案された政策等に

ついて総合的に検討します。 

 
 

 

 市の執行機関は、検討結果とその理由

を提案した人（代表者があるときは、そ

の代表者）に通知し、公表します。 
 

 

○「市民政策提案手続」とは、市民が具体的な政策等を提案し、市が提案された内容の検討を行い意思決定を行うとともに、その提案の概要や市の考え方などを公表する方法です。 

○「市民政策提案手続」には、「市民から自発的に提案する方法」と「市から提案を求める方法」があります。 

○提案できる政策等の範囲と提案者の要件（年齢、署名人数等）が、それぞれ市によって決められています。 
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市民参画実施原則 

 

１ 市長等は市民参画手続を実施しようとするときは、対象事項等の性

質、影響及び市民の関心の度合を考慮して、適切な市民参画方法を選

択するものとする。 

２ 市長等は、市民参画を推進するため、複数の市民参画手続を併用す

るよう努める。 

３ 市長等は、市民参画手続を実施する場合は、必ず意見公募手続を行

う。 

４ 市長等は、市民が広く市政に参画できるよう、対象事項等に係る施

策等の内容に応じ、効果的に市民の意見等が対象事項等に係る施策等

に反映できるよう市民参画手続を実施するよう努める。 

５ 市長等は、市民参画手続の結果を最も効果的に対象事項等に係る施

策等に反映できると認める適切な時期に市民参画を実施する。 

 

 【考え方】 

 この条は、市民参画を実施する際の基本的な事項について定めたもの

です。 

 １は、市長等は、対象事項等の性質、影響等を勘案して適切な市民参

画方法を選択して実施するべきことを定めています。 

 ２は、市長等において市民参画手続を実施する場合は、市民参画手続

を効果的に運用するために複数の方法により行うように努めることを

定めたものです。 

 例えば一つの施策において計画、立案、決定前、評価の各段階で市民

参画を実施するとした場合にそのすべてが意見公募手続であることは

避けるべきであり、例えば計画はアンケート、立案は審議会、決定前は

パブリックコメント、評価は審議会といった方法をとるように努めると

いうことです。 

 ３は、対象事項について市民参画手続を行う場合には、少なくとも意

見公募手続は必ず実施するべきことを定めています。対象事項は多くの

市民に関わるものであるので、広く市民意見を聴くことが肝要であると

の考えに基づいています。 

（平成22年10月15日資料）

資料 ８ 
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４は、市民が広く市政に参画できることを原則として、施策の内容に

適した効果的な市民参画手続を運用することに市長等が務めるべきこ

とを定めています。 

 ５は、市長等が、市民参画手続を実施すべき適切な時期について定め

たものです。「適切な時期」については、一般的には、できるだけ早い

時期に市民参画手続を行うことが効果的と考えられますが、施策が多種

多様であることから必ずしも早い段階での市民参画手続の実施が効果

的であるとは限らないため、施策の内容に応じ、市民参画手続の結果を

最も効果的に施策に反映できると認める「適切な時期」に市民参画手続

の実施を行うよう定めたものです。 
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市民参画対象と考え方 

（平成 22 年 10 月 8 日資料９の修正版） 

 

１ 市民参画の対象となる事項（以下「対象事項」という）は、次

のとおりとする。 

(１) 市の憲章、宣言等の策定及び変更に関する事項 

 例 「海峡交流都市宣言」や「平和都市宣言」などがあげられま

す。 

(２ ) 市政の基本構想及び市政における基本的な方針、計画等の

策定又は変更に関する事項 

例 「長期総合計画」、「環境基本計画」、「男女共同推進プラン」、

「都市計画マスタープラン」などがあげられます。  

(３ ) 市政の基本的な事項を定める条例及び義務を課し、又は権

利を制限する条例の制定改廃に関する事項 

例 「市政の基本的な事項を定める条例」とは、「自治基本条例」、

「文化創生条例」、「市民参画条例」、「商業振興条例」、「公文書

公開条例」などの明石市のまちづくりの方針等を定める条例な

どが、「義務を課し、又は権利を制限する条例」とは、「建築物

における駐車施設の附置等に関する条例」、「放置自転車等の防止に関

する条例」、「空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例」、「文化

財保護条例」などがあげられます。 

(４ ) 広く市民の利用に供する大規模な施設の建設についての基

本的な計画の策定及び変更並びに廃止に関する事項 

例 市民会館、博物館、図書館などの建設や公園、道路、下水道、

河川などの整備や改修で事業費が１０億円を超えるものの建

設についての基本的な計画の策定又は変更やそれらの施設の

廃止があげられます。なお事業費とは、用地費、工事費等その

施設の建設に係る総事業費をいいます。 

(５ ) 前各号に掲げるもののほか市民生活に重大な影響を及ぼす

おそれのある制度及び事業の策定、変更及び廃止に関する事項 

例 制度としては「学校の通学区の変更」、「学校統合」、「ごみの

分別収集制度」など、事業としては「区画整理事業」、「再開発

事業」などがあげられます。 

 

 

（平成22年 10月 15日資料）

資料 ９ 
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２ １に該当するものであっても、次の各号のいずれかに該当する

ものについては、対象事項としないものとします。 

(１ ) 市税の賦課徴収に関するもの（地方税法（昭和２５年法律

第２２６条）第５条第３項又は第７項の規定により税目を起こ

すことその他市長が特に必要と認める事項を除く。）その他金銭

の徴収に関するもの 

例 市税の税率、非課税限度額及び減免要件、国保料や介護保険

料の料率や減免要件、水道の使用料、市民病院の診療報酬及び

天文科学館などの施設の入館料の額や減免要件等があげられ

ます。ただし、産業廃棄物税など新たに法定外目的税を導入す

る場合についてはその導入自体の是非や税率等は対象としま

す。 

(２) 予算の定めるところによる補助金その他の金銭の給付に関

するもの 

例 予算の定めるところによる補助金その他の金銭の給付とは、

毎年の予算で決定された補助金、助成金、利子補給金等につい

ては既に議会の議決を得て支給することが決定されているの

で対象外としています。ただし、新たに補助事業等の施策を計

画する場合は、１の（１）から（５）までに該当するものであ

れば当然に市民参画の対象となります。また、その補助金がい

るかいらないかについては事務事業評価の対象となり、その時

点において市民参画の対象となると考えています。 

(３) 法令（法律、法律に基づく命令（告示を含む。））並びに条

例及び規則をいう。以下同じ。）に基づく事項で、市長等におい

て裁量の余地がないも 

例 たばこ税や地方消費税の税率、建築基準法関係の法令に基づ

く規制（建物の敷地は道路に面しておかなければならないな

ど）などがあげられます。  

(４ ) 市長等の組織内部における事務処理に関する事項であるも

の 

例 課や係の人員配置、職員の人事異動、会計処理など市内部の

経営的事項や事務処理などがあげられます。  

(５ ) 関係法令の改正に伴う規定の整備その他軽易な事項である

もの 

 例 関係法令の改正などによる規定整備や文言整理、単なる間

違いの訂正など市の積極的な意思を反映しない事項などがあ
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げられます。 

(６ ) 特に緊急の必要のため作成すべきものであって、市民参画

の手続を行う暇がないもの 

例 災害等の事態が生じた場合での災害救助法の適用申請、市民

会館を避難所にするための一般使用禁止などがあげられます。

３ １及び２の規定に関わらず、市長等は、対象事項以外の事項に

ついても市民参画の必要があると認めるときは、市民参画の対象

とすることができる。 

 （考え方） 

  １及び２の規定から市民参画の対象としない事項についても市

が市民の意見を聴く必要があるものについては、市民参画を行う

ことを定めたものです。 

つまり、そもそも１に該当しないので市民参画対象でないもの

と、１には該当するが２の適用除外により市民参画対象でないも

のについても、必要があれば市民参画対象とするということを定

めたものです。 

 

 


