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第第第第１１１１条条条条    条例条例条例条例のののの目的目的目的目的    

 この条例は、明石市自治基本条例(平成２２年条例第３号。以下「自

治基本条例」という。）の目的及び理念に基づき、市民の市政への参画

についての手続その他必要な事項を定め、もって市民自治によるまちづ

くりに寄与することを目的とする。 

【考え方】 

明石市のまちづくりを進めるうえでの最も基本的な事項を定め、市

民自治によるまちづくりを推進し、「明石の自治」の実現を目指すこ

とを目的とした明石市自治基本条例が平成２２年４月１日に施行さ

れました。 

市民自治とは、地域住民が自分たちの地域を自分たちで治めること

であり、自らの決定と責任のもとにまちづくりを行い、地域社会を作

り上げていくことです。 

市民自治を実現するためには、市民が、まちづくりに主体的に関わ

っていくことがなによりも重要なこととなります。 

自治基本条例は、市民の市政への参画の機会を保障すること(第１

２ 条 )や市 民 政 策 提 案手 続 を 含む 多 様 な参 画 手 法を 用 い るべ き こ と

(第１３条)を定めています。そして、市民参画の手法、手続その他必

要な事項については別の条例で定めるとされています(第１５条)。本

条例は、この自治基本条例からの委任に基づき、自治基本条例の理念

を市政において具体化していくうえで重要となる市民参画の手続等

について定めることを目的とするものです。 
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第第第第２２２２条条条条    条例条例条例条例でででで使用使用使用使用するするするする用語用語用語用語のののの定義定義定義定義    

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 市民 自治基本条例第２条第１号に規定する市民をいう。 

(２ ) 市長 等  自 治基 本 条例 第 ２ 条 第３ 号 に規 定 す る 市長 等 を い

う。 

(３) 市 自治基本条例第２条第４号に規定する市をいう。 

(４ ) 市民参画 市政に関して市長等が行う施策に市民が意見等を

反映させることを目的として、その企画、立案、計画、実施、評

価等の各段階において、市民が主体的に関わっていくことをいう。 

【考え方】 

定義規定は、条例の中で用いる用語の意義を定めるもので、用語の

意義を明確にすることで、解釈上の疑問や誤解をなくすためのもので

す。 

用語の定義をすることにより社会通念上、用語の意義に広狭があり、

様々な解釈をされるおそれがある用語について、疑問や誤解がなくな

ります。 

(１) 「市民」について 

一般に「市民」といった場合は、その市内に住んでいる人のみ

を指す場合が多いですが、この条例にいう「市民」とは、自治基

本条例と同様、「市内で居住する者、市内で働き、若しくは学ぶ者

又は事業者等」を指しています。自治基本条例の理念からも、明

石市に居住し てい る人だけでな く明 石市に関わり のあ る多くの

人々の参画を目指すことが必要です。市の施策の中には、市内で

日常的に活動を行う他の自治体からの通勤者や通学者、また市内

に事業所置く法人や個人、市内で活動を行う市民活動団体など、

多くの人々に関係のある施策があるためです。 

ただし、この条例の運用に当たっては、地域性を有する施策を

実施する場合には当該地域に暮らしている人々を対象にきめ細か

い市民参画を実施するなど、個々の施策の内容に応じて意見等を

求めるべき市民の範囲を適切に定める必要があります。そのため、

市長等は、具体的な施策の内容や参画の手法に応じて、意見等を

求める市民の範囲を定めるなど、適切な市民参画を図るために、

柔軟に運用していくこととなります。 

例：○○地区公園の整備なら、その周辺の人で、当該公園を利

用する人を対象に意見交換会を開催するなど。 

(２) 市長等について 

この条例にいう「市長等」とは、自治基本条例と同様、市長そ

の他の執行機関を指します。具体的には、市長、教育委員会、選
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挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産

評価審査委員会のことです。 

(３) 市民参画について 

参画とは、自治基本条例と同様、市の政策等の計画段階から実

施、評価、改善に至るそれぞれの段階において、市民が主体的に

関わっていくことをいいます。市民参画の対象としては、市長等

が執行する市の政策等への参画と議会活動への参画が考えられま

すが、この条例は前者を対象とするものです。 

議会活動への市民参画については、基本的には議会自身の発案

による議会基本条例などの別の条例において定めるものであると

考えています。 
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(参考) 自治基本条例の用語の定義 

 

 （（（（定義定義定義定義））））    

第第第第２２２２条条条条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(１) 市民 市内に居住する者（以下「住民」という。）、市内で働き、若しくは

学ぶ者又は事業者等をいう。 

(２) 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をいう。 

(３) 市長等 市長その他の執行機関（教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、

公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員）をいう。 

(４) 市 市議会及び市長等によって構成される基礎自治体としての明石市をい

う。 

(５) 参画 市の政策等の計画段階から実施、評価、改善に至るそれぞれの段階

において、市民が主体的に関わっていくことをいう。 

(６) 協働 市民と市、市民同士が、それぞれの知恵や経験、専門性などの資源

を生かし、尊重し合いながら、果たすべき役割と責任を自覚し、共に考え、共

に力をあわせることをいう。 

 

〈第１号〉 

この条例では、できるだけ幅広く市民をとらえることとし、市内に居住する者

のほか、市内で働き、学ぶ人、また、事業者等も含めています。 

 

「市民」については、市政への市民参画、協働のまちづくり、情報の共有の場

面ごとに、その範囲は変わります。住民投票制度のように，市内に居住する「住

民」に限定される場合もあり，この条例では，「市民」と「住民」を区別して用い

ています。 

 

〈第２号〉 

  「事業者」とは、市内に事務所等を置いている、いないにかかわらず、あるい

は営利・非営利の活動を問わず、市内において事業活動を行う者やそこで働いて

いる人たち又はその団体、あるいは、自治会などの地縁による組織やボランティ

アやＮＰＯなど分野（テーマ）ごとの組織などで活動を行う者又は団体を指して

います。 

 

〈第３号〉 

「市長等」は、地方自治法上の執行機関を指しています．明石市では，市長の

ほか、教育委員会，監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固

定資産評価審査委員会（地方自治法第１８０条の５）が執行機関として市の行政

を担っています。 

なお、地方公営企業の管理者及び消防長は、特別の法律に基づく権限を有して
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いますが、地方自治法上、独立した執行機関ではなく、長の補助機関であるため、

市長に含めています。 

 

〈第４号〉 

「市」とは、地方自治法第１条の３及び第２条第３項に定める基礎自治体とし

ての明石市を指しています．具体的には，市民が参画や協働を行う相手となる市

議会と市長等を指しています。 

〈第５号〉 

「参画」とは，市の政策等について、計画（Ｐｌａｎ）を策定し、計画に基づ

いて総合的・計画的に実施（Ｄｏ）するとともに、常に検証・評価（Ｃｈｅｃｋ）

して、改善・見直し（Ａｃｔｉｏｎ）を行っていく循環（ＰＤＣＡ）のサイクル

の各段階において、市民が主体的に関わっていくことをいいます。 

 

〈第６号〉 

「協働」とは，より良いまちを築きあげていくために、市民と市、あるいは市

民同士が、お互いを尊重し合いながら、それぞれの果たすべき役割と責任を自覚

して、共に力をあわせることをいいます。 
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第第第第３３３３条条条条    市民参画市民参画市民参画市民参画のののの基本原則基本原則基本原則基本原則    

１ 市民参画は、市民の自主性が尊重されるとともに、全ての市民に

その機会が保障されるものとする。 

２ 市民参画は、市民と市長等が情報を共有して行われるべきものと

する。 

３ 市民参画は、市民と市長等がお互いの特性を生かし、対等な立場

においてお互いの役割を理解しながら行われるべきものとする。 

【考え方】 

自治基本条例の理念及び第１条に定めるこの条例の目的にのっとり、

市民と市長等がこの条例を運用していくに当たっての市民参画の基本

原則を定めたものです。 

 

「１」は、市民は、市民参画に当たっては他から干渉されてはならず、

市民の自主性が尊重されるべきであること、市民参画の機会はすべての

市民に保障されることを宣言したものです。なお、機会を保障するとは、

憲法の平等取扱の原則をも含むものであり、不当な差別的取り扱いをし

ないことも意味しています。ただし、具体的な施策の内容や参画手法に

応じて、意見等を求める市民の範囲を限定することは、合理的理由があ

る場合には許されます。例えば、施策の対象が住民(明石市に住民登録

や外国人登録されているもの)だけに限定されるようなものについて、

参画手法によっては、通勤者や通学者を対象としないことを意味します。 

 

例：友好都市、姉妹都市宣言、小学校統合、中学校給食など 

 

「２」は、情報共有の原則を定めています。市民が市政に対する情報

を適切に得ることができなければ、市民と市長等が対等な立場で議論す

ることはできません。市長等は市政についての情報の提供を積極的に行

い、市民も市長等に対して情報を発信するなど情報を共有し、ひいては

問題意識も共有することが必要であるという考えに立つものです。 

 

「３」は、市民参画を効果的に推進していく上で市民と市長等との関

わりについて定めたものです。 

まちづくりを推進するに当たっては、市民と市長等が互いに協力・連

携しなければ十分な効果を発揮することはできません。そのためには、

各自が自らの役割、責任を自覚し、お互いの立場を理解、尊重して課題

解決に向かいあうことが必要であることを定めたものです。 
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第第第第４４４４条条条条    市長等市長等市長等市長等のののの責務責務責務責務    

１ 市長等は、市民に対して市民参画の機会を積極的に提供し、市民参

画を推進するものとする。 

２ 市長等は、市民に対し市政に関する情報を積極的かつ分かりやすい

形で提供し、市民との情報共有に努めるものとする。 

３ 市長等は、幅広い市民の意見等を的確に把握し、市政に反映させる

よう努めるものとする。 

４ 市長等は、市政について適切かつ誠実に説明責任を果たさすよう努

めるものとする。 

 【考え方】 

市民参画を推進する上での市長等の責務について定めたものです。 

 

「１」は、より多くの市民がより多くの市の施策等に市民参画できる

よう、市長等が、市民に対して積極的に市民参画の機会を提供し、市民

参画を推進すべきことを定めたものです。 

「２」は、市民参画を推進するための前提として、市民に対して十分

な情報提供が行われ、市民と市長等で情報を共有していくことが不可欠

であることから、市長等は、市政に対する情報については、市民からの

請求や申出を待って行うのではなく、自ら積極的に、分かりやすく提供

するよう努めるべきことを定めています。 

「３」は、市長等が、様々な市民の意見等を把握し、有益な意見等に

ついては積極的に市政に反映するよう努めるべきことを定めています。

また、潜在的な市民の意見やニーズに対応するためには、市民からの問

題提起を待つだけでなく、問題点を発掘するため市長等が積極的に市民

に働きかけることが求められます。 

「４」は、市長等の説明責任を定めています。市長等は市民からの問

い合わせに対して、適切に、かつ、誠意をもって応答する責任があるだ

けでなく、市政について自ら説明を果たすよう努める義務があります。 
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第第第第５５５５条条条条    市民市民市民市民のののの役割役割役割役割  

１  市民は、自治の主体として、市政に対する関心を持ち、積極的に市

民参画を行うよう努めるものとする。 

２ 市民は、市民参画に関する理解を深め、市民参画を通じて、地域社

会の課題の解決に主体的に取組むよう努めるものとする。 

３ 市民は、特定のものの利益でなく、現在及び将来における明石市全

体の利益を考慮するともに、自らの発言と行動に責任を持ち、市民参

画をするよう努めるものとする。 

 【考え方】 

市民参画に当たっての市民の基本的な姿勢を定めたものです。 

 

「１」は、市民は、自治の主体であり、市民は市政に関心をもち、市民参画に積

極的に努めるようにするべきであることを定めています。 

これまでは、「まちづくりを担う公共的活動」は、すべて行政が当たるという考え

方が支配的でしたが、市民自治を目指すためには、市民も市もまちづくりの主体は

市民であることを深く認識し、市民がまちづくりの主体として、市政に関心をもち、

積極的に関わっていくことに努めるよう定めたものです。 

 

「２」は、市民は、市民参画の重要性を認識し、市民参画を通じて地域社会の課

題解決に関して主体的に取り組むことに努めるよう定めたものです。 

 

「３」は、市民は、市民参画に当たっては、特定の個人や団体の利益を求めるの

ではなく、また、現役世代だけでなく将来の世代のことをも考慮し、「明石市全体の

利益」を念頭において、自らの意見と行動に自覚と責任を持って市民参画するよう

に努めるよう定めたものです。 
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第第第第６６６６条条条条    市民参画市民参画市民参画市民参画のののの対象対象対象対象    

１ 市長等は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を行うに当

たっては、市民参画手続を実施しなければならない。 

(１) 市の憲章、宣言等の策定、変更又は廃止に関する事項 

(２) 市の基本構想、基本計画その他市政における基本的な事項を定

める計画等の策定、変更又は廃止に関する事項 

(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又は改廃に関する事項 

(４ ) 広く市民の利用に供する大規模な施設の設置に係る基本的な

計画の策定、変更又は廃止に関する事項 

(５ ) 前各号に掲げるもののほか市民の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、変更又は廃止に関する事項 

２ 前項の規定にかかわらず、市長等は、次の各号のいずれかに該当す

ると認めるときは、市民参画手続を実施しないことができる。 

(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２

２６号）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 

(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 

(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

の余地がないもの 

(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 

(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 

(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 

３ 市長等は、前項の規定により対象事項について市民参画手続を実

施しなかった場合は、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(昭和２２年法律第６７号)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。）と同時期において市民参

画手続を実施しなかった旨及び理由を公表するものとする。 

４ 市長等は、対象事項以外のものについて必要があると認めるとき

は、市民参画手続を行うことができる。 
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第第第第７７７７条条条条    市民参画市民参画市民参画市民参画のののの手法手法手法手法    

１ 市民参画の手法は、次のとおりする。 

(１ ) 意見公募手続 市長等が対象事項及び前条第３項の規定により

市民参画の対象とする事項(以下「対象事項等」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をいう。 

(２) 審議会等手続 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８

条の４第３項の規定により設置する附属機関その他の審議会、検討会

等(その構成員の全部又は一部に市民が含まれるものに限る。)を設置

し、これらに市長等が諮問等をすることにより意見等を求める一連の

手続をいう。 

(３ ) 意見交換会手続 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、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。）その他の集会を開催する方法をいう。 

(４ ) ワークショップ手続 市長等と参加した市民又は参加した市民

同士の議論、意見交換又は共同作業を通じて対象事項等についての施

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を開催し、施

策等の案を策定する方法をいう。 

(５ ) 公聴会手続 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、公聴会を開くことにより、市民

の意見等を聴く方法をいう。 

(６) 政策公募手続 市長等が対象事項等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方法をいう。 

(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をいう。 

(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

めに行う方法であって前各号に掲げるもの以外のものをいう。 
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第第第第８８８８条条条条    市民参画市民参画市民参画市民参画のののの実施原則実施原則実施原則実施原則    

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

るよう努めるものとする。 

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

わなければならない。 

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ものとする。 

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手続を実施するよ

う努めるものとする。 

 【考え方】 

 この条は、市民参画手続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、できるだけ複数の方法で行うべきこと

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

意見公募手続、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。市民参画の実

施に当たっては広く市民意見を聴くことが肝要であるところ、意見公募

手続はあらゆる施策等において実施でき、かつ市民が容易に参加するこ

とができるため、幅広く市民の意見を求めることに適しているからです。 

「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
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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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第第第第９９９９条条条条    公表公表公表公表のののの方法方法方法方法    

 この条例に定める公表の方法は、次に定めるとおりとし、市長等は２

以上の方法で行うものとする。 

 (１) 明石市公告式条例(昭和 25 年条例第 10 号)第２条第２項に規定

する掲示場への掲示 

 (２) 市広報紙への掲載 

(３) 市ホームページへの掲載 

(４) 前各号に掲げるもののほか市長等が必要と認める方法 

 【考え方】 

 この条例の第２章に定める市民参画手続に定める公表を行う場合の

公表方法について定める規定です。 

 

(１ )は、明石市公告式条例に定める市内７か所の掲示場への掲示、

(２)は、市の広報紙である「広報あかし」への掲載、(３)は、明石市の

公式ホームページへの掲載、(４)は市長等が必要と認める方法であり、

(１ )から (４ )までの方法で複数の方法によって公表を行うことを義務

付けたものです。なお(４)の方法は、例えば市の施設への掲示、窓口で

の書類配布、新聞などメディアによる方法などがあります。 
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第第第第１０１０１０１０条条条条    制度制度制度制度のののの調整調整調整調整    

 法令又は他の条例(以下この条において「他の法令等」という。)の規

定により、意見公募手続、審議会の設置その他の市民の意見等を聴く手

続が定められているものについて、当該他の法令の規定により市民の意

見等を聴く手続を行った場合は、この条例に基づく市民参画手続を実施

することを要しない。 

 【考え方】 

 市長等が行う施策の中には、既存の法令、他の条例の規定により、意

見公募、審議会の設置、公聴会の実施、縦覧等により、市民の意見等の

聴取手続を経るべきことや、その手続方法についても定められているも

のがあります。それらについては、他の法令等に基づく手続を行う場合

は、この条例に基づく市民参画手続は要しないこととしています。 

 例えば、景観法、都市計画法、国土利用計画法等においては、計画策

定等に当たって、公聴会や審議会などを開催して、住民の意見を聴くべ

きことが定められています。 

 

例：「景観計画」、「都市計画決定」、「地区計画」、「国民保護協議」

など 

 

 また、条例などで、審議会を設置している場合もあります。 

 

例：「明石市放置自転車対策審議会」、「住居表示審議会」、「文化財

審議会」など 

 

 これらについては、既存の法令による手続を行った場合は、この条例

に基づく市民参画手続をあえてしなくても良いとしたものです。ただし、

市長等において、任意に市民参画手続を行うことを妨げるものではあり

ません。 
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第第第第１１１１１１１１条条条条    意見公募手続意見公募手続意見公募手続意見公募手続    

１ 市長等は、意見公募手続を実施しようとするときは、あらかじめ、次の事項を

公表するものとする。 

(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) 意見の提出先及び提出方法 

(３) 意見提出期間 

２ 前項第３号の意見の提出期間は、同項の規定による公表の日から起算して３０

日以上とする。 

３ 前項の規定に関わらず、市長等は、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、同項の規定にかかわらず、３０日を下

回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、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 意見を提出しようとする者は、規則で定めるところにより行わなければならな

い。 

５ 市長等は、意見公募手続により提出された意見についての検討を終了し、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(平成１４年条例第５号)第１１条各号に規定する非公開情報をいう。以下同

じ。）を除き、次の事項を公表するものとする。 

(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しなければならない。 
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第第第第１２１２１２１２条条条条    審議会等手続審議会等手続審議会等手続審議会等手続    

１ 市長等は、審議会等を設置する場合において、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) 委員の年齢の構成、地域構成、在職期間、他の審議会等の委員との兼職状

況、男女の比率等に配慮し、市民の幅広い意見が反映されるようにすること。 

(２) 委員の男女別の数は、そのいずれもが委員総数の３割を下回らないように

すること。 

(３) 幅広い分野の中から適切な人材を選任すること。 

(４) 委員総数の２割以上は、公募による市民委員とすること。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 市長等は、審議会等の委員を選任したときは、委員の氏名、選任の区分、職業、

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 市長等は、毎年度、審議会等（前項ただし書の規定により、同項に規定する公

表をしないものを除く。）ごとに、次に掲げる事項を公表するものとする。 

(１) 構成員の氏名、選任の区分、職業、肩書、任期その他市長等が必要と認め

る事項 

(２) 公募市民が委員にいない場合は、その理由 
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第第第第１３１３１３１３条条条条    審議会等審議会等審議会等審議会等のののの会議会議会議会議のののの公開等公開等公開等公開等    

１ 審議等の会議は、公開する。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 

２ 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その他会議の開

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) 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 

(３) 傍聴についての手続 

(４) その他市長等が必要と認める事項 

３ 市長等は、審議会等の会議を開催したときは、会議録を作成し、非公開情報を

除き、速やかに公表するものとする、ただし、非公開の会議にあっては、この限

りでない。 
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第第第第１４１４１４１４条条条条    意見交換会手続意見交換会手続意見交換会手続意見交換会手続    

１ 市長等は、意見交換会を開催しようとするときは、あらかじめ、次

に掲げる事項を公表するものとする。 

(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、意見

交換会を開催する日から起算して３０日前までに行うものとする。 

３ 市長等は、意見交換会を開催したときは、開催記録を作成し、非公

開情報を除き、公表するものとする。 
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第第第第１５１５１５１５条条条条    ワークショップワークショップワークショップワークショップ手続手続手続手続    

１ 市長等は、ワークショップを開催しようとするときは、あらかじめ、次に掲げ

る事項を公表するものとする。 

(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) 前各号に掲げるもののほか規則で定める事項 

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、ワー

クショップを開催する日から起算して３０日前までに行うものとする。 

３ 市長等は、ワークショップを開催したときは、開催記録を作成し、非公開情報

を除き公表するものとする。 
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第第第第１６１６１６１６条条条条    公聴会公聴会公聴会公聴会手続手続手続手続    

１ 市長等は、公聴会を開催しようとするときは、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 ) 公聴会に出席して意見を述べることができる者 (以下「公述

人」という。)となることができる者の範囲 

(４ ) 公述人として意見を述べることを希望する場合の意見の提出

先及び提出方法 

(５) 意見提出期限 

(６) 傍聴についての手続 

２ 前項の規定による公表は意見提出期限から起算して３０日前まで

に行うものとする。ただし、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。 

３ 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る。 

(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 

４ 市長等は、意見提出期限までに意見の提出がなかったときは、公

聴会を中止し、その旨を公表するものとする。 

５ 公聴会は、市長等が指名する者が議長となり、主宰する。 

６ 議長は、公聴会を開催したときは、開催記録を作成し、市長等に

提出しなければならない。 

７ 市長等は、公聴会が終結したときは、前項の開催記録を、非開示

情報を除き、公表するものとする。 
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第第第第１７１７１７１７条条条条    政策公募手続政策公募手続政策公募手続政策公募手続    

１ 市長等は、政策公募を行おうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公

表するものとする。 

(１) 提案を求める対象事項等に係る施策等の目的 

(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) 提案の募集期限 

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

の募集期限から起算しての３０日前までに行うものとする。 

３ 政策公募に応じ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。」など 

 

「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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第第第第１８１８１８１８条条条条    政策提案手続等政策提案手続等政策提案手続等政策提案手続等    

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 市長等は、提案を受けたときは、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

るものとする。 

５ 市長等は、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、公表を行うものです。 

 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すので、提案できる場

合を第１項において限定しています。 

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。 

ただしただしただしただし、、、、このこのこのこの年齢要件年齢要件年齢要件年齢要件、、、、在住外国人要件在住外国人要件在住外国人要件在住外国人要件、、、、連署人数連署人数連署人数連署人数のののの要件要件要件要件はははは、、、、議論議論議論議論するするするする必要必要必要必要がありがありがありがあり

ますますますます。。。。    
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「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、

別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（第２０条）。 

「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。 

「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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第第第第１９１９１９１９条条条条    そのそのそのその他他他他のののの市民参画手続市民参画手続市民参画手続市民参画手続    

１ 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実施することができる。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、意見公募手続から政策提案手続までの方法によ

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手続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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第第第第２０２０２０２０条条条条    市民市民市民市民がががが自発的自発的自発的自発的にににに提出提出提出提出したしたしたした意見等意見等意見等意見等のののの取扱取扱取扱取扱いいいい    

第７条各号に規定する市民参画手続の方法によらず、市民から自発的に提出され

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２

２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手続の方法のほかに、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。 
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第第第第２１２１２１２１条条条条    設置設置設置設置    

１ この条例に基づく市民参画を推進するため、市長の付属機関として、明石市市

民参画推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

２ 推進会議は、市長等の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を

答申するほか、市長等に意見を述べることができる。 

(１) この条例及びこの条例に基づく規則の改正又は廃止に関する事項 

(２) 市民参画手続の運用の状況及び評価に関する事項 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市民参画の推進に関し、必要な事項 

３ 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 【考え方】 

 この条例の実効性を高め、この条例に基づく市民参画を推進するに当たり、市民

参画の手続が十分であったのか、他にもっと良い方法がなかったのかなど、市民の

視点で評価するために、付属機関として「明石市市民参画推進会議」を設置します。 

 推進会議は、単に市長等からの諮問に応じて答申するだけでなく、２(１)から(３)

までの事項について、自由に意見を述べることができます。 

その他の事項については、規則で定めます。 

 

 

 【規則で定めようとする事項】 

１ 明石市市民参画推進会議は、委員１１人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 市長が行う公募に応じた市民  

(３) 市職員 

(４) その他市長が適当と認める者 

３ 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残期間とする。ただし、

前条第３号に規定する委員は、委員がその職に在職する期間とする。 

４ 推進会議の委員は、再任されることができる。 

５ 推進会議に会長 1 人及び副会長 1 人を置き、委員の互選により定める。 

６ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

７ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 （推進会議の会議等） 

８ 推進会議の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

９ 推進会議の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

１０ 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 
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１１ 推進会議審議会の庶務は、○○部において処理する。 

１２ １から１２までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会

長が会議に諮って定める。 
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第第第第２２２２２２２２条条条条    委任委任委任委任    

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

【考え方】 

この条例を施行する際に必要な事項は、規則に委任することを規定したものであ

る。 
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住民投票住民投票住民投票住民投票についてについてについてについて    

    

住民投票制度は、市民の意見を直接市政に反映させることを目的として、市民

が投票により市の意思決定プロセスに参画することから、市民参画の一態様とし

て考えることができます。 

明石市自治基本条例では、その第 14 条で、いわゆる「常設型」の住民投票制度

を導入することを定め、その発議要件や請求手続、投票に付すべき事項、投票の

資格要件など、住民投票を実施するための手続等の必要事項については、別途、

条例で定めることとしているため、これらのことを条例で定める必要があります。 

そこで、住民投票制度を市民参画条例において定めるのか、別に住民投票条例

を制定するのかについて検討する必要があります。 

住民投票制度については、自治基本条例においては、常設型であるということ

と、結果尊重型(諮問型)であることを除いては、何も決まってないので、住民投

票制度を導入するに当たっては、次の表に掲げる項目について検討しなければな

りません。 

 

検討項目検討項目検討項目検討項目のののの表表表表    

番

号 
検  討  項  目 検 討 の 内 容 

１ 住民投票の対象について 住民投票の対象事案はどうするのか。 

市政に対する重大事案や市民の意見を２分する

ような事案を対象とするだけか、それともポジティ

ブリスト（投票の対象となる事項の列挙）やネガテ

ィブリスト（投票の対象とならないような事項の列

挙）を策定するのか。 

２ 住民投票の実施区域につ

いて 

住民投票の実施区域は市内全域とするのか、それ

とも案件によっては地域を限定したりできるよう

にするのか。 

 例：ごみ処理場の建設などの場合に、計画案にお

いて住民の賛否が２分した場合は、当該区域

住民だけの住民投票を認めるのか等 

３ 住民の発議及び投票権に

ついて 

(１) 年齢要件について。 

２０歳以上にするのか１８歳以上にするのか 

(２) 在住外国人について 

在住外国人の発議権及び投票権を認めるのか。 

（平成 22 年 11 月 5 日資料） 

資料  ２ 
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４ 議会及び市長等の発議に

ついて 

(１) 議会からの発議を認めるのか 

ア 議員の請求要件又は常任委員会の請求要件

はどうするのか 

例：議員何人以上の賛成など 

 

(２) 市長等の発議を認めるのか。 

ア 長以外の執行機関の発議を認めるのか、長

に請求するに留めるのか。 

イ 市長等からの発議の場合議会の同意要件を

課すのか。 

５ 署名要件について 

（市民が住民投票の実施

を市長に請求するための

集めなければならない署

名の人数） 

署名人数はどうするのか 

（１） 投票資格者の 50 分の１以上（地方自治法

74 条の条例の制定・改廃請求と同要件。他

市の事例では、同条と同様、実施には改めて

議会の議決を必要とするものがほとんど。） 

（２） 投票資格者の 10 分の１以上（３分の１で

は厳しすぎるし、改めて議会の議決要件を経

ない以上 50 分の１では容易すぎるという考

え方） 

（３） 投票資格者の３分の１以上（地方自治法

76 条以下の解散・解職請求等と同要件。こ

の場合は議会の議決は不要とすることが考

えられる。 

（明石市の有権者数 237,105人(平成22年参議院

議員選挙)） 

有効署名者数 

50 分の１＝4,743 人 

10 分の 1＝23,711 人 

６分の１＝39,518 人 

３分の１＝79,035 人 

６ 投票成立要件について 

（投票成立要件として一

定の得票率（投票総数÷

投票資格者数）を定める

こと。 

例：投票資格者の 50%以上

の投票数があるときのみ

住民投票が成立するなど 

(１) 投票成立要件は必要か。 

(２) 投票成立要件を定めた場合、それを満たさ

ない場合は開票すらしないのか。それとも開票

はするが結果を公表しないのか。結果も公表す

るが不成立宣言し、尊重義務を課さないのか。 
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７ 選択肢の設定について ２者択一のみとするのか、３者択一・４者択一、

または他の方法も認めるのか。 

８ 実施体制をどうするの

か。 

実施機関は長になるが、実際の実施は選挙管理

委員会に委任して実施するのか、市長部局で実施

するのか。 

９ 投票期日はどうするの

か。 

(１) 長に投票日の設定範囲の義務を課す方法 

 例：有効な住民投票実施請求があった日から起

算して 50 日以内の期日で実施しなければならな

い。 

(２) 長や議員選挙と同一にするのか。 

例：有効な住民投票実施請求があった日以後で

一番近い、明石市を区域として実施される地方公

共団体の議会の議員若しくは長の選挙の日又は衆

議院議員若しくは参議院議員の選挙の日 

10 投票運動の制限は必要か 投票勧誘や戸別訪問などを認めるのか、それと

も罰則をもって禁止するのか。 

11 住民投票の投票広報等は

どのようにするのか。 

住民投票における投票広報(選挙公報のような

もの)をどこが作成するのか。長部局であれば投票

事案によっては中立性の担保が問題となる。 

12 投票結果の取扱い。 自治基本条例は非決定型を前提とし、尊重義務

のみ課している。また、住民投票の結果を団体意

思することは、違法であるとする判決がある。(平

成 10 年ワ第 82 号損害賠償請求事件：那覇地裁) 

13 執行停止制度の導入する

のか。 

住民投票を行うことが決定したとしても、住民

投票の結果が出るまでの間、住民投票の対象とな

った施策に関する事務の執行を停止する制度が必

要かどうか。 

14 異議の申出制度について

はどうするのか 

(１) 投票者名簿に関する異議の申し出 

(２) 投票結果に対する異議の申し出 

15 住民投票の再請求・再投

票はどうするのか。 

住民投票における判断は、その時点の条件化で

の判断であり、社会経済情勢等の変化により、そ

の判断が異なってくるものである。よって同一事

案について住民投票を行う必要がありうることは

否定できないが、他方で、頻繁に行われた場合は

事務の停滞を招くし、経費的にも無理である。 

そのため、同一事案に関する再度の住民投票がで

きない期間（例：２年間）を定める必要があるか

どうか。 
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((((参考資料参考資料参考資料参考資料))))    

１ 明石市自治基本条例における住民投票の規定 

 (住民投票) 

第 14 条 将来にわたって明石市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項について、

住民が市長に対して住民投票の実施を請求したときは、市長は、住民投票を実施し

なければならない。 

２ 市長等及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 

３ 住民投票の発議要件、請求手続、投票に付すべき事項、投票の資格要件、実施

に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定める。 

 

２ 住民投票における常設型と非常設型について 

常設型 

 

住民投票制度が条例によって常設（案件ごとに条例制定し

なくてもよい。）されており、投票対象や発議に必要な署名数

等について、当該条例が定める要件を満たしておれば、いつ

でも住民投票が実施できるもの 

非常設型 住民投票を実施しようとすれば、その都度その案件に係る

住民投票条例を制定する必要がある。この場合その当該案件

について住民投票を実施する条例の提案を長に義務付けたと

しても、その条例が否決された場合は、住民投票は実施でき

ないこととなる。非常設型については、わざわざ条例に規定

しなくても自治法上は条例制定改廃の直接請求制度があるた

め、それと異なった制度を策定する場合のみ、条例で定める

意義があると言えよう。 

    

３ 住民投票における決定型と非決定型 

決定型(拘束型) 

 

投票結果に拘束力があり、議会や長の判断を拘束する。 

決定型の住民投票は違法性が高い。 

非決定型（諮問型型） 投票結果に拘束力がなく議会や長に尊重する義務が生じるに

とどまる。尊重義務は、高く評価し、尊敬の念を持って注目

し、他の勝るべき公益がなければこれに従う義務があるが、

他の公益が勝っていればそれに縛られないということであ

る。 

 

４ 住民投票１回行うのに要する経費 約 6000 万円 
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明石市法令遵守明石市法令遵守明石市法令遵守明石市法令遵守のののの推進等推進等推進等推進等にににに関関関関するするするする条例逐条解説条例逐条解説条例逐条解説条例逐条解説((((抜粋抜粋抜粋抜粋))))    

第４章第１節 要望、提案等への対応（第３１条―第３７条） 

（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。 

【趣旨】 

本条は、市の機関の要望、提案等に対する処理についての基本原則を定めたもの

である。 

 

【解釈及び運用】 

１ 第１項関係 

本項は、市政における参画と協働を実現するためには、市民の要望、提案等を

市が受付け、市民と情報を共有し、市の施策に反映させることが重要であるため、

市の機関が要望、提案等を誠実に受け止めて適切に対処すべき義務があることを

定めている。 

２ 第２項関係 

本項は、市政に対する要望、提案等の内容は千差満別であり、要望、提案等の

内容によっては、他のものの権利や利益を害する内容や、特定のものに対して便

宜又は利益を図ることとなるような内容を含むものもあることから、要望、提案

等に対する処理については、慎重かつ適切に対応しなければならないことを定め

ている。 

３ 第３項関係 

  本項は、自治体の違法又は不当な行政執行を事前に防ぐためには、行政対象暴

力等外部からの不当要求に限らず、議員等の行政内部の有力者からの不当な働き

かけによって、職員等が不正行為を行ってしまったという不祥事が国や他の地方

公共団体でも起こっていることにかんがみ、いやしくも不当要求行為があった場

（平成 22 年 11 月 5 日資料） 

資料  ３ 
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合には、職員は断固としてこれを拒否し、市の法令遵守の取り組みを推進してい

くべきことを定めたものである。 
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（要望、提案等の記録等） 

第３２条 市の機関は、要望、提案等があったときは、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。ただし、当該要望、

提案等が不当要求行為に該当すると認めるときは、次節に定めるところにより処

理するものとする。 

(１) 口頭により要望、提案等を受けた場合 要望、提案等を行った者（以下こ

の節において「要望者」という。）に当該要望、提案等の内容を確認し、簡潔

に記録するとともに、当該要望、提案等の内容が公開又は公表の対象となるこ

とを教示する。 

 (２) 書面又は電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式をいう。以下同じ。）により要望、提案等を受け

た場合 要望者にその内容を確認し、当該要望、提案等の内容が公開又は公表

の対象となることを教示する。 

２ 不当要求行為とは、おおむね次に掲げる行為をいう。 

 (１) 市が行う許認可その他の行政処分又は請負その他の契約に関して、正当な

理由なく、特定のものに対して不当に有利な又は不利な取扱いをするよう要求

する行為及び入札その他の事務の公正を害する行為 

(２) 市が行おうとしている不利益処分に関して、正当な理由なく、当該不利益

処分の名宛人となるべき者のために、当該不利益処分を行わないよう、又は処

分内容を緩和するよう要求する行為 

(３) 職員の人事（採用、昇任、降任、転任等をいう。）について、正当な理由

なく、有利な又は不利な取扱いをするよう要求する行為 

(４) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとし、提供を受けた役務に瑕

疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故によ

る損害がないにもかかわらず損害があるとし、又はこれらの瑕疵若しくは損害

の程度を誇張して、損害賠償、解決金その他これらに類する名目で金品、便宜

等を要求する行為 

(５) 身体の一部若しくは器具を使って故意に相手を傷つけようとする行為、職

員が恐怖を感じ反論し得ない状況に追い込む程度の脅迫又は職員が業務がで

きない程度のけん騒にわたる行為を用いて要望、提案等を行う行為 

(６) 職員が正常な状態で面談することが困難である、又は職務の遂行に支障が

生じるおそれがあるため断ったにもかかわらず、強行に脅迫的言動を用いて、
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又は不快感を生じせしめるほど執拗に、面談を強要し、又は営業を行う行為 

(７) 粗野な又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為を用いて要

望、提案等を行う行為 

(８) 庁舎等の施設の保全若しくは秩序の維持又は本市事務事業の適正な遂行

に支障を生じさせる行為を用いて要望、提案等を行う行為 

(９) 前各号に定めるもののほか、職員等の公正な職務の遂行を妨げる行為を用

いて要望、提案等を行う行為 

【趣旨】 

 本条は、行政の透明性や法令遵守の向上を図るため、要望、提案等の取扱いにつ

いて統一的な処理のルールを定め、情報共有の観点から要望、提案等の内容につい

ては原則公開することとし、その要望、提案等が不当要求行為に該当するものであ

る場合は、第３８条に定める不当要求行為に対する処理手続により処理すべきこと

を明らかにしたものである。 

【解釈及び運用】 

１ 第１項関係 

  本項は、要望、提案等の態様に応じて、市の機関がとるべき措置について定め

ている。 

 (１) 第１号 

    本号は、口頭により要望、提案等を受けた場合に、市の機関がとるべき措

置を定めたものである。口頭による要望者に対しては、原則、市の機関は要

望、提案等の内容の記録をとることとしており、当該記録は公文書に該当す

るため、当然に公開の対象となり、要望、提案等の内容は市政に対する市民

の情報共有の観点から、この条例に定める公表の対象となることを教示する

こととした。 

 (２) 第２号 

    本号は、書面又は電磁方式に要望、提案等を受けた場合に、市の機関がと

るべき措置を定めたものである。書面又は電磁的方式による要望、提案等は

既に書面又は電磁的方式により記載又は記録されているので、その内容につ

いて要望者に確認すれば足りる。また、市に提出された文書は市が受け付け

た段階で公文書となり、公文書公開条例による公開の対象となり、要望、提

案等の内容は市政に対する市民の情報共有の観点から、この条例に定める公

表の対象となることを教示することとした。 

２ 第２項関係 
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  本項は、前項ただし書の規定より要望、提案等が不当要求行為であった場合は、

市の機関は、第３８条に定める手続により当該不当要求行為に対する措置をとる

こととなるため、不当要求行為かどうかの判断に当たっての、不当要求行為の類

型を示したものである。 
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（記録の例外） 

第３３条 市の機関は、要望、提案等が次に掲げる場合は、前条第１項第１号の規

定にかかわらず、当該要望、提案等を記録しないことができる。 

(１) 公式又は公開の場における要望、提案等であって、議事録等に記録される

場合 

(２) 要望、提案等の内容が単に事実、手続等に関する問い合わせ、苦情、意見

等にすぎないことが明白であると認める場合 

(３) 職員の職務について一定の作為又は不作為を求めるものでない場合 

(４) 営業その他社会通念上日常的な活動である場合 

(５) 要望、提案等（第２号に該当するものを除く。）を受けた場において当該

要望、提案等に係る用件が終了し、改めて対応する必要がない場合 

２ 前項の規定は、同項第１号及び第２号に掲げる場合を除き、公職者（衆議院議

員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又はこれらの者の

秘書その他これらの者の活動を補佐する者をいう。第４９条第１項において同

じ。）からの要望、提案等には、適用しない。 

【趣旨】 

 本条は、市の機関が口頭で要望、提案等を受けた場合において記録しないことが

できるときを定めた規定である。 

 

【解釈及び運用】 

１ 第１項関係 

 本項は、第３２条第１項第１号の規定により市の機関に口頭で受けた要望、提

案等は記録することを義務付けているが、単なる問い合わせや、公職者以外の者

からの日常的に行われる営業活動、窓口業務等における来庁者との日常的なやり

とりなどは、具体的に市の行政執行に関し作為、不作為を求めるものでないこと

から、各号に掲げる場合には記録しないことができることとした。 

２ 第２項関係 

  本項は、第１項の規定による記録の例外については、公職者からの要望、提案

等については、第１項第１号及び第２号に掲げる場合を除いては、適用せず記録

することとするものである。自治体の法令遵守が問題となるような、不当な働き

かけの態様として、自治体行政に影響力を持つ有力者からの働きかけを端緒とし

て発生するケースが多いことは公知の事実であることから、これらの者からの自
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治体に対する要望、提案等は正当なものであれ、不当なものであれ、記録の対象

として自治体組織全体で要望、提案等に対処すべきであるとしたものである。 
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 （確認機会の付与） 

第３４条 要望者は、第３２条第１項第１号の規定による記録の内容について、市

の機関に対して確認を求めることができる。この場合において、市の機関は、速

やかに要望者に対して当該記録を提示するとともに、確認の結果、必要があると

認めるときは、当該記録の修正その他必要な措置を講ずるものとする。 

【趣旨】 

 本条は、市の機関が記録した要望、提案等の内容ついて、要望者に確認の機会を

与える規定である。 

 

【解釈及び運用】 

 市の機関は、口頭により要望、提案等を受けた場合は、第３２条第１項第１号に

定めるところにより、記録の例外に該当する場合を除き、要望、提案等の内容を確

認し、簡潔に記録することとし、組織として要望、提案等に対応することとしてお

り、要望、提案等を記録したときは、その内容が公開又は公表の対象となることを

教示するので、要望者においても記録する側の事実誤認等を防ぐ必要性があること

から、確認機会を与え、記録の誤りを修正するなどの措置が講じられる旨を定めた

ものである。 
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（要望、提案等の管理及び公表） 

第３５条 市の機関は、要望、提案等を規則で定めるところにより管理するととも

に、要望、提案等の概要及びこれに対する対応の方針等の概要を公表するものと

する。ただし、公表することにより要望者その他関係人の競争上の地位その他正

当な権利を害するおそれがある場合は、公表しないことができる。 

２ 前項の規定による公表に当たっては、氏名、住所その他の要望者が特定される

おそれのある情報は、公表しないものとする。 

３ 第２５条の規定は、第１項本文の規定による公表について準用する。 

【趣旨】 

本条は、市の機関が受けた要望、提案等の管理と、当該要望提案等の概要及び市

の機関の要望、提案等に対する対応方針の公表について定めたものである。 

 

【解釈及び運用】 

１ 第１項関係 

  本項は、市の機関が受け付けた要望、提案等の管理及び概要の公表並びに市の

機関の対応方針の公表については、規則で定める手続きによることを定めるとと

もに、市民との情報共有の観点から要望、提案等の概要及び市の機関の対応につ

いては原則公表としているが、その内容によっては他の特定のものの正当な権利

を害するような内容が含まれる場合は、公表しないことができること規定したも

のである。 

２ 第２項関係 

  本項は、市の機関の第１項の規定による公表に当たっては、要望者の正当な権

利が害される場合もあることから、個人情報保護の観点から氏名、住所等要望者

が特定されるおそれのある情報は公表しないこととする規定である。 

３ 第３項関係 

  本項は、要望、提案等の処理における市の機関による公表においては、個人情

報の保護について最大限の配慮をすべき旨を定めたものである。 
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 （要望提案等審査会） 

第３６条 市の機関が受けた要望、提案等が不当要求行為に該当するかどうかを審

査させるため、要望提案等審査会（以下この節において「審査会」という。）を

置く。 

２ 審査会の委員は、職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 

３ 前２項に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、規則で定める。 

【趣旨】 

 本条は、市の機関が受けた要望、提案等が不当要求行為に該当するか

どうかを市の機関が判断できない場合に、諮問する機関として要望提案

等審査会（以下「審査会」という。）を置くことを定めたものである。 

 

【解釈及び運用】 

１ 第１項関係 

本項は、市の機関が受ける要望、提案等の内容が不当要求行為であるかどうか

判断できない場合に、市の機関は審査会に諮問し、審査会は要望、提案等の内容

等を調査のうえ、その要望、提案等が不当要求行為かどうかを市の機関に答申す

るものとした。 

２ 第２項関係 

  本項は、審査会の組織を定めたものである。 

学識経験者としては、弁護士等を委員として委嘱することを考えている。 

条例で審査会を規定した趣旨は、外部委員を委嘱するので、市の機関を通じて

の附属機関として位置付けるもためである。 

３ 第３項関係 

  本項は、審査会の議事その他必要な事項については、規則に委任することを定

めたものである。 
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 （審査結果に対する対応） 

第３７条 市の機関は、審査会が要望、提案等が不当要求行為であると認めたとき

は第３２条第１項ただし書の規定に定めるところにより、不当要求行為でないと

認めたときは第３５条に定めるところにより、当該要望、提案等を処理するもの

とする。 

【趣旨】 

本条は、市の機関は、第３６条の規定により諮問にかけた要望、提案等を審査会

の答申結果に基づき、要望、提案等として処理するか、不当要求行為として処理す

るかを決定し、処理することを定めたものである。 

 

【解釈及び運用】 

 市の機関が受けた要望、提案等が不当要求行為かどうか判断できない場合に審査

会に諮問したときにおいて、市の機関は、審査会の諮問結果に基づき不当要求行為

であると判断した場合は、第４章第２節に定める不当要求行為に係る処理により、

不当要求行為でないと判断した場合は第３５条の規定に定める通常の要望、提案等

の処理により、当該要望、提案等を処理することを定めたものである。 
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（参考） 

明石市法令遵守の推進等に関する条例 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 職員倫理原則等（第３条―第６条） 

第３章 内部公益通報 

第１節 公益監察員（第７条―第１１条） 

第２節 内部公益通報の処理（第１２条―第２５条） 

第３節 通報職員等の保護（第２６条―第３０条） 

 第４章 要望、提案等及び不当要求行為への対応 

第１節 要望、提案等への対応（第３１条―第３７条） 

  第２節 不当要求行為への対応（第３８条―第４１条） 

 第５章 行政オンブズマン（第４２条―第６４条） 

 第６章 外部公益通報（第６５条） 

 第７章 雑則（第６６条―第６９条） 

 附則 

 

 


