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はじめに・・・ 

 
 当市は平成９年度、企画財政部に「市民参加推進室」を設置、様々な場面で市民の声を

市政に反映する気運が高まるよう、市民参加の推進を庁内に働きかけてきました。 

 平成１１年度からは、より市民側への積極的な参加の呼びかけを行うため市民生活部に

移り、「市民参加推進課」となって市民と共に市民参画による事業の推進を行ってきたとこ

ろです。 

平成１７年４月に施行された「吉川市市民参画条例」は、これまで当市で進められてき

た市民参加に関する個別の施策を整理し、体系的に発展させ、市民参画に関する基本的な

事項を定めたものです。 

これにより、各部署による温度差をなくした、統一的で全庁的な取り組みとしての「吉

川市の市民参画」の確立を目指し、市政運営における市民参画の推進を図ろうとしていま

す。 

しかし、できあがった条例を運用するのは一人一人の職員です。このガイドブックでは、

職員がこの条例の趣旨を理解し、適切な運用を心がけるとともに、あらゆる事業を行う時

に、それぞれの場面で市民の声を拾う意識を 

持つことと、そしてその機会、時期を逸する 

ことが無いよう作成された、職員向けの 

マニュアル本です。 

 職員の皆さまには、何かひとつの 

事業に着手する時、ぜひ、このガイ 

ドブックをいつも一読してから取り 

かかる習慣を身につけていただける 

と幸いです。 
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  吉川市市民参画条例前文 

 私たち吉川市民は、これまで先人が育んできた歴史と文化を大切にしながら、自

らの知識や経験、創造性を活かし、より住みやすいまちづくりを進め、次の世代へ

引き継ぎたいと願っています。 

 さらに、地方分権が進むこの時代は、これまで以上に、私たち市民と市が信頼を

深め、協働してまちづくりを進めていくことを求めています。 

 このため、市は、市政運営における今日までの市民参加を更に発展させ、まちづ

くりの主役である私たち市民の意向を的確に反映できる仕組みを一層充実させて

いく必要があります。 

 ここに、吉川市で生活するすべての市民がこのまちで暮らして良かったと思える

よう、私たち市民と市の協働を基本とした市政への市民参画を推進するため、この

条例を制定します。 
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Ⅰ 市民参画手続の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
■諸事項の立案…市民参画手続の実施責任者 

↓     （規 22） 

■市民参画手続の対象事項の確認（条 7） 

  ↓＜対象事項に該当 

■市民参画手続の選択 
（審議会、パブリック・コメント、市民説明会、地域ヒア

リング、ワークショップ、市民討議会） 

■市民参画手続きの実施予定の報告（規 24②） 

 様式第８号 市民参画手続実施予定報告書 

   （提出期限：4 月 30 日まで 市民参加推進誯へ） 

  ↓ 

■市民参画手続の公表（条 8、9） 

  ↓ 

■市民参画手続の実践 

○審議会（条 11～16）（規 2～17） 

会議開催の事前公表  様式第１号 会議案内 

運営状況の報告    様式第２号 運営状況報告書 
        （提出期限：4 月 15 日まで 庶務誯へ） 

会議録等の写しの閲覧 様式第３号 標準会議録 

委員の公表※     様式第４号 審議会の構成員表 

 

○パブリック・コメント（条 17～20）詳細は P73 参照 

実施にあたっての公表（条 18） 

検討結果の公表（条 20） 

 

○市民説明会（条 21～22）（規 18、20～22） 

開催の公表        様式第５号 開催案内 

開催記録などの作成や閲覧 様式第６号 標準開催記録 

 

○地域ヒアリング（条 23～25）（規 19～22） 

実施通知         様式は任意（日時・場所等） 

実施記録などの作成や閲覧 様式第７号 標準実施記録 

 

○ワークショップ（条 26～27）（規 18、20～22） 

開催記録の公表      様式第５号 開催案内 

開催記録などの作成や閲覧 様式第６号 標準開催記録 

 

○市民討議会（条 28～30）（規 18、20～22） 

開催の公表        様式第５号 開催案内 

開催記録などの作成や閲覧 様式第６号 標準開催記録 

 

■市民参画手続の実施結果の報告（規 24④） 

様式第９号 市民参画手続実施結果報告書 
  （提出期限：翌年度 4 月 30 日まで 市民参加推進誯へ） 

 

■意見の検討（条 10） 

■市民参画の推進（条 33） 

■市民の意見の把握（条 34） 

 
運営状況の報告（規 9） 

運営状況報告書の閲覧・広報 

閲覧機関：提出のあった年度から 

翌年度末日まで 

広報方法：広報よしかわ 

市公式ホームページ 

市の機関（担当課）（条例第２条） 庶務課 

 
■市役所掲示板に掲示 

（規 5(1)、18②(1)） 

■庶務課、市民課ロビー（市政情

報コーナー）のファイルに綴込み

（規 5(2)、18②(2)） 
 ※委員の公表（様式第 4 号）は初回の 

会議案内に併せて綴込みする。 

■市公式ホームページ 

事前公表 

 

■広報よしかわ 

市公式ホームページなど 

 

事後公表 

 

■市民参画審議会の開催（条 37②） 

①市民参画手続実施予定 

②進捗状況･変更･追加報告 

③実施結果報告 

 

■実施予定・結果の公表（条 37①） 
 広報よしかわ、市公式ホームページ 

市民参加推進課 

 

※委員の選任にあたって 

①審議会の委員は、原則 3 つ以上兼

ねることができない。（条 14①） 

②審議会の委員は、原則 3期まで 

（条 14②） 

③公募委員は、原則、市内在住・在

勤・在学の 20歳以上（規 14） 

 

●市民参加推進課に兼任等を確認

し、選任した委員名・任期・区分・

性別等を報告 

●審議会委員一覧をファイル管理で

掲出する。 
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Ⅱ 「吉川市市民参画条例」解説 

～市民参画条例の概要を確認してみましょう。～ 

 

◇◇◇総則（第１章）◇◇◇ 

目的（第１条） 

 

 
 

言葉の意義（第２条） 

 

 

 
  

市民参画の基本原則（第３条） 

 

 

 
 

市民の役割（第４条）      市の役割（第５条） 

 

 

 

 

 

 

１ 市民参画に関する基本的な事項を定め、市政への市民参画を推進します。 

２ 市民と市との協働によるまちづくりを進めます。 

１ 市民の自主性が尊重されるとともに、すべての市民が参画できます。 

２ 市民と市の市政に関する情報を共有することにより行わなければなりません。 

３ 市民と市がまちづくりの協働のパートナーとして、相互の役割と責任を理解し、尊重しな

がら行わなければなりません。 

１ まちづくりの主体として、自ら

の発言と行動に責任を持って

市民参画を行うよう努めます。 

２ 特定の個人や団体の利益でな

く、市民全体の利益を考慮して

市民参画を行うよう努めます。 

３ 市政への関心を高めるととも

に、市民活動に関して理解を深

め、促進するよう努めます。 

１ 市民に対して、市民参画の機会を積極的に

設けるとともに、説明責任を果たすよう努

めなければなりません。 

２ 市政に関する情報を公平、的確かつ迅速に

提供し、市民と情報を共有するよう努めな

ければなりません。 

３ 市民の意向を把揜し、市の施策へ反映させ

るよう努めなければなりません。 

４ 市民活動に協力し、促進を図るよう努めな

ければなりません。 

１ 市民参画 市の基本的な計画などを策定する時に、市民の皆さんが意見を述べたり、提案

をしたり、計画などを行政と一緒に作り上げていくことです。 

２ 協働   ３ 市民活動 

４ 審議会  ５ 市民説明会  省略（８Ｐに記載） 

６ 市の機関 
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◇◇◇市民参画手続の実施（第２章）◇◇◇ 

通則（第１節） 

市民参画手続の対象（第７条） 

  

対象外事項(同条第２項) 

 

 

 

 

 

           市民参画手続の公表（第８条） 

  

 

市民参画手続（第６条） 

 

 

 

 
 

実施時期（第９条） 

 
 

意見の検討（第１０条） 

◇◇◇市民参画手続の実施（第２章）◇◇◇ 

 

 

 

 

 
 
・１つ以上実施（同条の２） 

・より多くの市民の意見を求める必要がある場合⇒複数の手続を併せて実施（同条の３） 

・総合振興計画などの市の基本的な政策を定める計

画の策定 

・個別行政分野における施策の基本的事項を定める

計画の策定 

・憲章、宣言などの策定 

・市政に関する基本方針を定める条例の制定改廃 

・市民に義務を誯し、又は権利を制限する条例の制

定改廃 

・市民生活に重大な影響を不える制度の導入改廃 

・広く市民に利用される建物などの建設に係る基本

的な計画の策定変更 

・その他特に市民参画手続をとることが必要なもの 

・市税の賦誯徴収 

・金銭の徴収に関わるもの 

・法令の基準に基づき行うも

の 

・政策的な判断を要しないも

の 

・市の機関の内部にのみ適用

されるもの 

・緊急を要するもの 

・担当窓口での供覧又は配付  ・広報誌への掲載 

・ホームページへの掲載  ・その他効果的な周知方法 

・審議会(第２節)[第 11～16 条] 

・パブリック・コメント(第３節)[第 17～20 条] 

・市民説明会(第４節)[第 21～22 条] 

・地域ヒアリング(第５節)[第 23～25 条] 

 

・対象となる事項の性質や影響、市民の関心度⇒を考えて、適切な時期に実施 

・提出された意見を総合的かつ多面的に検討⇒意見の反映など 

具体例はＰ９～１０参照 

 

・ワークショップ(第 6 節)[第 26～27 条]  

・市民討議会(第 7 節)[第 28～30 条] 

・住民投票（第 8 節)[第 31～32 条] 
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◇◇◇市民参画の推進のために（第３章）◇◇◇ 

市民参画の推進（第３３条） 

 

 

市民の意見の把握（第３４条） 

 

推進体制（第３５条） 

 

調査研究（第３６条） 

 

実施予定と実施状況の公表（第３７条） 

 

 

                ◇◇◇市民参画審議会（第４章）◇◇◇ 

(第３８～４０条） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

◇◇◇雑則（第５章）◇◇◇ 

条例の見直し（第４１条） 

委任（第４２条） 

・市民参画手続の対象となる事項以外でも、常に市民参画を推進する姿勢を持って、市政運営

にあたります。 

・市民参画を推進するため、必要な体制を整備します。 

・市民参画手続のほか、適切な方法によって、市民の意見の積極的な把揜に努めます。 

・市民参画の推進に関する調査研究を行います。 

・毎年度、その年度の実施予定と前年度の実施状況を公表します。 

・実施予定を公表する時は、

「吉川市市民参画審議

会」の意見を聞くものと

します。（３７条第２項） 

・市民参画の推進に関する基本的施策や重要

な事項を調査審議する「吉川市市民参画審

議会」を設置します。（委員１０名以内） 

 所掌事務 

①市民参画手続の運用に関すること 

 ②条例の見直しに関すること 

 ③その他市民参画に関する基本的な事項 

大切なのは「市民参画意識」。 

手続事務のみに追われることなく、

「市民の声を聴く」姿勢を常に持ち

ましょう。 
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参 考  言葉の定義（第２条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の施策の立案や実施などに当たって、市民が自己の意思を反映させ

るよう意見を述べ、提案を行い、市民と市が協働して取り組むことによ

り、市民が市政に参画すること。 

⇒市民がまちづくりの主体者として、市の施策の企画立案から実施、評価に至るまでの段階におい

て、市民と市が一緒になって考え、協働して取り組んでいこうとするものであり、市民が主体的、

積極的に市政に参画することをいう。 

市民と市がそれぞれの

役割と責任を自覚し、 

互いに尊重し、補完し、協力すること。 

⇒市民と市が対等の立場でそれぞれの役割

と責任を自覚して、お互いに尊重し、補

完し、協力することをいう。 

 

市民の自主的な参加によ

って行われる不特定多数の 

者の利益その他地域社会の利益のために行

う活動をいう。 

⇒市民が自主的に行う活動で、構成員相互の利益

や特定個人又は団体の利益に限定することな

く、丌特定多数の人々の利益や地域社会の利益

の増進に寄不する活動を言う。これらの活動を

行う団体としては、例えば、ＮＰＯ法人をはじ

めとする非営利の公益法人、それに準ずる営利

を目的としない市民活動や自治会などの地縁に

基づく地域の組織など。 

地方自治法第１３８条

の４第３項の規定により 

設置する審議会などと市の施策の立案

や実施などについて提言を行うため要

綱などにより設置する懇談会などをい

う。 

⇒法に基づき設置する審議会等と市の施策の

立案や実施などについて提言を行うため要

綱などにより設置する懇談会等をいう。こ

の条例では、この審議会等と懇談会等をあ

わせて、「審議会」と呼ぶ。 

市の機関が開催す

る説明会、意見交換 

会、公聴会、フォーラムなどをいう。 

⇒この条例では、市の機関が開催する説明会、

フォーラム、シンポジウムなどをあわせて、

「市民説明会」と呼ぶ。 

 

市長、教育委員会、選挙管理委員会、

公平委員会、監査委員、農業委員会、 

固定資産評価審査委員会と水道事業管理者をいう。 

⇒上記、議会を除いて現在あるすべての市の機関が対象とな

る。このうち、「市長」は、市長部局の行政機関を指す。 

 

(1)市民参画 

(2)協働 

(3)市民活動 

(4)審議会 (5)市民説明会 

(6)市の機関 
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Ⅲ 市民参画手続の選定 

STEP１ 市民参画手続の対象となる事業等であるかを考える 

～まず、実施する事業等が手続を行う対象であるかを考えましょう～ 

 
◇市民参画手続の対象となる事業等の具体例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇市民参画手続の対象としないことができる事業等の具体例 

 

・基本構想や基本計画を定めた総合

振興計画 

・地域福祉計画、地域防災計画、都

市計画マスタープラン、生涯学習

推進計画など 

・市民憲章や都市宣言 

 （安全安心都市宣言など） 

 

・情報公開条例、介護福祉総合条例、

男女共同参画推進条例、市民参画

条例 

・地方自治法第１４条第２項による

もの。環境保全条例など 

 

・小中学校通学区域制度、ごみ分別

収集制度 

・常に、市民の声を聴く姿勢を持っ

て判断してください。 

 

・公民館・児童館・公園等の基本計

画 

市の計画の策定・改定・廃止（第７条第１号） 

・総合振興計画など市の基本的な政策を定める計画 

・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 

市の憲章・宣言などの策定（第７条第２号） 

・市の基本的な方向性を定める憲章、宣言など 

 

条例の制定・改正・廃止（第７条第３・４号） 

・市政に関する基本的方針を定めることを内容とす

る条例（第３号） 

・市民に義務を誯したり、権利を制限したりするこ

とを内容とする条例（第４号） 

制度の導入・改正・廃止（第７条第５号） 

・市民生活に重大な影響を不える制度の導入、改正

や廃止 

 
建物の建設の基本的計画の策定や変更 

（第７条第６号） 

・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 

 

 
その他特に市民参画手続を必要とするもの 

（第７条第７号） 

 

市民参画手続の対象となる場面 事 例 な ど 

「市民参画手続を踏む」ということは、市の将来像を市民と一緒に作り上げていく、と

いう姿勢の表れでもあります。 

どんな小さなことでも、可能な限り市民の声を聴く機会を設けてください。 

「手続」を踏むことは確かに手間がかかります。でも、何度も繰り返し行うことにより、

職員自身にもノウハウが身につき、それが「くせ」になれば、難なく実施できるように

なるでしょう。「迷ったらやる！」「積極的に！」が市民参画手続の合言葉です。 
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・地方自治法第７４条⇒選挙権を有する

者から地方公共団体の長に対し、条例

の制定又は改廃の請求ができる、とい

う条文中で税等金銭の徴収に関するこ

とは除かれている。 

・都市計画法第１６条に規定する公聴会

の開催や同法第１９条の規定する都市

計画審議会など。 

・市民参画手続を行っても、市民の意見

の反映ができないもの。 

市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する

もの（第７条第２項第１号） 

 

法令の規程により実施の基準が定められて

おり、その基準に基づくもの 

（第７条第２項第２号） 

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 

（第７条第２項第３号） 

市民参画手続の対象としないことができる場面 事 例 な ど 

・市の機関内部の事務に関すること。文

書規程など。 

市の機関の内部にのみ適用されるもの 

（第７条第２項第４号） 

・時間的な制約によりやむを得ず市民参

画手続が取れない場合。 

緊急を要するもの（第７条第２項第５号） 

※ただし、この場合は、事後速やかにその理由を公表します。（第７条第３項） 

※手続を行う機会を逸し、制度などの制定時期ぎりぎりになって「時間が無いか

ら」という理由で市民参画手続を行わないのはもってのほかです。 

 事業計画の段階から、「どの時点でどの手続を取るか」を常に考えながら、事

務に望みましょう 
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STEP２ 市民参画手続のそれぞれの手法の特徴を考える 

～市民参画手続のそれぞれ手法の特徴を再度まとめて見ましょう～ 
 

※住民投票については、担当者のみで実施を検討する手法ではない（条例化が必要）ので、ここで

は除きます。） 

①審議会等（要綱で定める懇話会等も含める） 

計画や条例等の策定過程で、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、関係者の調整など、自治体政策の合理性を担保するため導入され

る一般的な方法。 

 

手法のメリット 手法のデメリット 

①尐数固定メンバーによる活発な議論が

期待できる 

②策定委員会などはともに計画を策定す

る過程を通して、合意形成が図られる 

①比較的尐数制のため、検討に参加できな

い市民がいる 

②利害関係団体の代表を委員としても、代

表が団体の意見を集約して会議に望む

とは限らない 

■審議会手続が適している場合 

◇専門的立場からの知見､判断が必要な時や、中立性、客観性が強く求められる時 

◇市民の中に相反する利害が存在し､話し合いにより調整が必要な時 

※審議会手続を補完するために 

◇公募による市民を加えること 

◇委員以外の市民の意見を聞く場を設ける（他の手続も並行する） 

 

②パブリック・コメント 

政策形成への市民意見の反映と、原案等の公表、市民から提出された意見等への応

答による政策形成過程の透明性の向上･説明責任を果たすことができる方法。 

 

手法のメリット 手法のデメリット 

①比較的コストがかからない 

②意見のある者に広く発言の機会を提供できる 

③意見を提出する際の制約が比較的尐ない 

①受身である 

②市民の言いっぱなしになる可能

性がある 

■パブリック・コメント＝意見公募…基礎的な市民参画の手続 

◇市民参画手続の対象となる行政活動については、他の方法による市民参画手続を行

う場合を除き、常に行うことが望ましい。 

◇広い範囲の市民に影響が及ぶ事案について複数の方法で市民参画手続を行う場合

は、できるかぎり行うこと。 

◇公表する内容が、市民が負担に感じるほどのボリュームがある場合、概要版などの

分かりやすい資料を同時に公表することが望ましい。 
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③市民説明会（公聴会、フォーラム、シンポジウムなども含む） 

一般に行政が市民に対し事業決定の前に考えを説明し、市民の意見を聴取したり、

議論したりすること。全市民を対象としたり、地権者などの利害関係者や特定の地域

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る。 

手法のメリット 手法のデメリット 

①手続の公開性が高い 

②口述人は他の市民にも自分の意見をア

ピールできる 

③適切な質疑を行うことで論点を明確に

しやすい 

①一部の反対者の意見があまりにも強く主

張される場合､会場全体の雰囲気がその

方向に流れてしまう 

②行政側の一方的な説明になり、参加者の

意見が聴取できない場合がある 

③参加者が大勢いる場合、発言したくても

発言しにくいことがある 

■市民説明会を行うことが適している場合 

①市の原案に対して反対意見又は賛否の意見が存在すると認められる時 

②市の処理方針に対して意見のある市民から､意見の趣旨などを直接聞く必要があると

認められる場合 

③市民の関心が高い場合など､意見を聞く過程を広く市民に周知する必要があると認め

られる場合 

 

④地域ヒアリング 

  地域住民や各種団体などと直接面会し、話を聞くことで、市民が抱える課題やニーズ、

意見や提案などを把握することができる方法。 

 

  

手法のメリット 手法のデメリット 

①積極的に市民の意見を聴くことができる 

②市民の意見を、多く聴くことができる 

③より深い意見や提案を聴くことができる 

④行政と市民の信頼関係の構築が期待でき

る（顔の見える行政） 

①特定の団体や、事案に関係する団体以外

の市民の意見が取り入れにくい 

②聴き手が、聴取するテーマや課題を統一

していないと、異なる意見の集約になっ

てしまう 

■地域ヒアリング手続を行うことが適している場合 

①極めて早い段階から市民参画手続を行うことが適当と認められる場合 

②あらゆる団体から、意見やニーズを把握したい場合 

③特定の関係者から意見やニーズを把握したい場合 
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⑤ワークショップ 

地域の現状把握からはじまり地域の問題点や課題の整理･分析、計画の方向性の提言、

計画案･設計案づくりなどを行うのに適した方法。多様な市民がそれぞれの立場で意見を

出し合い、時間をかけず、平等かつ合理的に意見をまとめられる。 

手法のメリット 手法のデメリット 

①参加者をあまり固定しない 

②比較的尐人数で自由な議論や共同作業を

通して合意形成を図れる 

①一部の市民だけの意見（市民参画）と

してとらえられる 

 

■ワークショップを行うことが適している場合 

①極めて早い段階から市民参画手続を行うことが適当と認められる場合 

 

⑥市民討議会 

無作為で選ばれた市民の中から、参加者を募り、参加者のみで構成する小グループで

の討議を通しながら意見を集約し、事案に対する意見をまとめていく方法。 

 

手法の特徴から、目的別分類してみると・・・ 

 
 

     

 

 

 

手法のメリット 手法のデメリット 

①無作為で選ばれた市民の中から、参加希望

を募ることにより、これまで市民参画の機

会がなかった方たち（サイレントマジョリ

ティ）の参加が期待できる。 

②事案に対して利害関係のない市民の参加

が期待できるので、偏りのない中立・公平

な意見の集約が期待できる。 

①運営方法や参加者への情報提供を注意

しないと、偏った方向に進み、中立・

公平な運営や意見が集約できない。 

②募集に要する郵送代や報酬等のコスト

がかかる。 

③開催までの準備や報告書の作成に時間

がかかる。 

■市民討議会を行うことが適している場合 

①なるべく早い段階から市民参画手続を行うことが適当と認められる場合 

②地域課題の解決が必要な場合 

③偏りのない中立・公平な意見や提案を求める場合 

 

市民ニーズの把握 

 

市民意見の反映  
情報の共有 

･相互理解 

 

合 意 形 成  

 

目的 

・アンケート 

・ヒアリング 

・住民投票 

・地域ヒアリング 

・シンポジウム 

・フォーラム 

・市民説明会 

・公聴会 

・パブリックコメント 

・市民討議会 

・アイデア募集 

・審議会等 

・ワークショップ 

 

手法 
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STEP３ 求める（期待する）市民参画の内容を考える 

～どのような目的をもって手続を行うか考えましょう～ 

対象事業の特性を勘案しながら、どのような目的を持って市民参加を実施すれば、より多くの市民の

声を聴き、取り入れることができるかを考えます。 

 逆に言うと、市民に何を求めるか、何を期待するのか、によって、手続の手法が変わってくると考え

られないでしょうか。 

 

 

 

 

 

                                

                                

 

 

 

                                  

                                 

 

調布市「市民参画プログラム」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民に情報を提供する 

 

市民の意見や意向を聞く 

市民の提案を受ける 

 

市民と意見交換をする 

 

市民と合意形成を図る 

 

双 方 向 

市⇔市民 

 

一方通行 
市⇒市民 

市と市民との間の 

情報の動き 
市民に期待する（求める） 

市民参画の形態 

意見交換 

意見、提案 

情報 

市民 市 
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STEP４ 市民参画を求める段階（時期）を考える 

～手続を行う時期を考えましょう～ 
市民の周知度や理解度などによって、市民参画を求める段階は異なってきます。 

次の項目について総合的に検討した上で実施する時期を定めることが必要です。 
 

(1)その事業を行う意図や背景などは、市民にどの程度理解されているか。 

→早い時期に市民参画手続を行っても、その事業が必要とされている背景や事業を行

う市側の意図が十分に理解されていなければ、寄せられた意見が非現実的になるな

ど、意見を聴くことの意義が損なわれるおそれが大きくなります。こうした場合に

は、ある程度情報の整理やＰＲなどを行ってから市民参画手続を行うことが適当と

考えられます。 
 

(2)その事業について市民が検討する上で必要となる情報を、どの程度正確に提供できるか。 

→市民参画手続を行う際には、対象となる事業の内容を市民が検討するための情報が

必要です。しかし、あまりにも早い時期から参加を求めようとすると、提供できる

情報の量や質が丌十分になることも考えられるので、この点も考慮が必要です。 
 

(3)その事業に対する市民の積極的な支持はどの程度必要か。 

→検討の早い段階から市民参加を行った場合は、参加した市民から検討結果に対する

積極的な支持が得やすいということが言えます。逆に言えば、市民の積極的な支持

や活動がなければその目的を達成することが難しい場合は、できるだけ早い時期か

ら市民の意見を聴き、反映することが必要と考えられます。 
 

(4)その事業の合理性を確保する上で、市民の個別の価値観と市全体の公益をどのように調

和させることが必要か。 

→受益者や負担者である市民の意見を尊重することが合理的な結果をもたらすとは限

らないこともあります。例えば、個々の利益と全体の利益が相反する場合などは、

公益を図る上で必要と考えられる案を市側が提示し、それを市民それぞれが価値観

や個別の利益などの観点からチェックするほうが効果的な場合もあります。そうし

た場合は、比較的遅い時期に市民参画手続を行うことが適当と考えられます。 

（石狩市「市民参画手続を行う基準」より） 

 

市民参画を求める段階の例(目安) 

事業の進捗過程 

 

  

 

 

 

 

  

①行政ニーズの把握 

 

 
②政策原案の作成 

 

③政策案の作成 

 
④政策案の決定 

意図や背景が理解さ
れていない事業（情報
の整理やＰＲが必要） 

必要な情報を正
確に提供するこ
とが難しい場合 

市民の積極的
な支持や活動
が必要な事業 

個々の利益と
全体の利益が
相反する場合 
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STEP５ 市民参画手続を選ぼう 

～どの時期に、どの手続を行うか考えましょう～ 

それぞれ手法の特徴、期待する市民参画、参画を求める段階から見た、あくまでも目安ですが、手法

の選択基準表を示しました。 

様々な角度から考えてみて、もっとも適した時期に、適した手法を取れるよう参考にして下さい。 

 

 
 
 

※ 上記の表は、事業や条例を策定していくうえで、手続がどのあたりに位置しているか、

その目安を表したものです。 

同じ「計画の策定」「条例の制定」でも目的や事業の性質によって行う手法は異なって

きます。また、策定作業を進めていくなかでは、その時々で「市民に求めるもの」が変

わってきますので、その時点を想定して手続を選択していく必要があります。 

さらに、事業開始前に手続を決定するだけでなく、策定（事業決定）までの間「今、

どの手続が必要か」「今、どの手続がより効果があるか」を繰り返し確認していくことも

必要です。 

  

 

 

 

 

ニーズの把握 施策原案の作成 政策案の作成 政策案の決定 

 

 

 

 

 

    

 

 

市民に情報 

を提供する 

 

 

 

 

  
 

市民の意見 

意向を聴く 

 

 

 

   

市民の提案 

を受ける 

 

 

 

 

   

市民と意見 

交換をする 

    

市民と合意 

形成を図る 

    

市民参画を 

求める段階 

期待する 

市民参画 

始 終 

閲覧・縦覧 

モニター 

ホームページ、パンフレット、広報紙 一
方
通
行 

 双
方
向 

 地域ヒアリング 

アイデア募集 

アンケート 

 市民討議会 

の目安 

 住民投票 

 パブリック 

コメント 

シンポジウム 

 市民説明会 

 審議会  ワークショップ 
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Ⅳ 市民参画手続の実践 
～手続の実践に向け、早め早めに準備をしましょう～ 

１．審議会 

 

    ①委員の公募 

     ・正当な理由がない限り、公募委員を加える。（条 14） 

     ・委員は原則として市内在住・在勤・在学で応募時に２０歳以上の者（規 14） 

     ・選考は関係職員による選考委員会を設け、論文等で選考し、結果を通知する（規 16） 

    ②構成委員の決定 

     ・男女の比率について配慮。（条 13）⇒男女の均衡を図ること（男女共同参画推進条例 16(2)） 

  ・委員の兼任は原則２つまで。但し臨時的・時限的なものは可。（条 15①） 

  ・委員の任期は連続して３期まで。但し専門的な知識等を要する場合は可。（条 15②） 

  ※委員を選任する場合は、市民参加推進誯に兼任等を確認し、選任する。 

※選任後は、氏名・任期・区分・性別等を報告 

 

 

    ①開催日が決まったら、日時、場所、議題を公表する。（条 12） 

     ・開催日７日前までに、会議案内（規５[様式１]）を市役所の掲示場に掲示。市民誯前市政

情報コーナーと庶務誯の閲覧用ファイルに綴じる。庶務誯には書類と共にメールを送付⇒

庶務誯がホームページに掲示。 

    ②委員の公表（規 17[様式４]）を各年度の初回の公表とともに行なう。 

    ③開催資料については、審議会委員には、原則１週間前までに配付する。 

 

 

    ①傍聴を許可する。（規６～８） 

・情報公開条例（26 条）に基づき、全てを非公開とする場合を除き、傍聴に関する準則を

定め、傍聴を認める。傍聴は先着順とする。（審議会が認める場合は抽選もある。） 

・傍聴者には、審議会構成員と同じ資料を提供する。（但し非公開情報の記載を除く） 

・図面等配付が難しいものは傍聴者が閲覧できるように会議中は据え置く。 

②報酬の支払い…源泉徴収は引いていますか？ 

 

 

  ①会議録を作成（規 12[様式 3]） 

     ・担当誯に据え置き、会議開催の年度の翌年度の末日まで閲覧できるようにする。（条 13） 

     ・市公式ホームページに掲載する。会議資料がある場合は、会議録の公開と一緒に公開する。

（条 11④） 

※市民参画・協働→市民参画→○○年度市民参画手続一覧から、各課作成のページにジャ

ンプするようリンクを貼ります。 

委員を選出する 

開催日を公表する 

会議を開催する 

会議録の作成 
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２．パブリック・コメント 

          （条 18）             ※具体的な流れはＰ７３頁参照 

    ①広報、ホームページに掲載する。 

     ・公表の事項 

 

 

 

 

    ②公表内容を閲覧できるようにする。 

     ・閲覧資料設置場所 

 

 

 

 

          （条 19） 

    ①募集期間は１ヶ月以上とする。 

     ・意見の提出方法 

 

 

      

    ②意見は住所、氏名（団体の場合は所在地と名称）を明らかにしたもののみ有効。 

 

                （条 20） 

    ①全ての有効意見に対しては、検討結果の公表。 

市公式ホームページ（パブリック・コメント）、郵送・メール、市政情報コーナー、 

担当誯窓口など 

    ②意見として最終案に反映するかしないかについても明確にする。 

    ③市公式ホームページに掲載した旨、市民参加推進誯へ報告 

 

 

３．市民説明会 

 
      

 ・開催案内（規 18[様式 5]） 

・開催記録に記載する事項 

 

    

 ・開催記録は開催記録（規 21[様式 6]）にて作成。  

実施を公表する 

①対象となる事業等の案  ②対象となる事業等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 

 

①市役所市政情報コーナー ②担当誯窓口 ③中央公民館  

④駅前市民サービスセンター ⑤市民交流センターおあしす 

⑥旭地区センター ⑦東部市民サービスセンター ⑧総合体育館 

 
意見を募集する 

①郵送  ②ファクス  ③電子メール  ④市が指定する場所への書面提出 

⑤その他 

 

意見の検討、検討結果の公表 

最終案の策定 議会へ議案提出や報告、周知･施行など 

実施を公表する 説明会を開催する 開催記録の作成・公表 

①名称  ②開催日時  ③開催場所  ④出席者数  ⑤説明員氏名 

⑥担当誯職員職氏名  ⑦次第  ⑧資料の名称  ⑨開催記録の作成方法  ⑩内容 
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４．地域ヒアリング 

 

     ・聴きたいテーマや内容を決定する。 

 

        

 

 

 

 

      ①ヒアリングを行う相手（団体等）の選択 

     ②聴き手の担当を決定 

        

 

 

 

 

 

 

 

                （規 19） 

      ・ヒアリングを行う団体等と日程調整を行い通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ・担当者ごとにそれぞれの団体等に赴きヒアリングを行う。 

 

 

      ・様式第 7 号（規則 21②）により作成し、公表する。 

 

ヒアリング先の決定 

ヒアリングする内容の決定 

基本として「これだけは聴こう」というテーマとその内容は、聴き手の意思統一

を図っておく必要があります。聞き手によって聴く内容が異なると、集約したい

意見やニーズに偏りが出たり、ズレが生じる場合があります。 

 

どのくらいの期間で、いくつの団体等にヒアリングを行うか決定します。 

また、誮がどの団体等にヒアリングを行うか、聴き手の分担を決定します。 

 ※聴き手の人数については、特別規定はありませんが、２～３名程度の尐人数

にすることで、聴き洩らしの予防や、相手への心理的負担が尐なくなります。 

実際のヒアリングでは、相手が話しやすい雰囲気づくりを心掛けてください。 

 

 

ヒアリング先への通知 

まずはじめに、ヒアリングを行う団体等の代表者に、連絡をとり、ヒアリング

の目的や趣旨を説明した上で、協力の要請を行います。協力が承諾されたら、

実際にヒアリングを行う日時、場所について調整します。 

※団体等が主催する会合等に同席して行う場合は、あらかじめヒアリングに係

る時間（概ね 15 分～30 分程度）の承諾をもらっておくことが必要です。 

事前の調整が済んだら、正式に代表者あてに依頼の通知をします。 

この場合、様式の定めはありませんので、任意で作成してください。 

 【依頼文に盛り込む内容】 

日時、場所、内容（所要時間、テーマなど）、問い合わせ先 

ヒアリングの実施 

実施記録の公表 
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５．ワークショップ 

 

 

ワークショップとは、「共同作業場」「工房」などを意味する言葉で、特徴である「参加」

「体験」｢グループ｣というキーワードから、「参加型のグループ学習」とも表現されます。

(「ワークショップ －新しい学びと創造の場-」(岩波新書 中野民夫著)） 

行政が取り組むワークショップの場合は、「対話」を通じた「合意形成」が主な目的とな

ります。ワークショップを行うことにより、「自由な議論により、市民意見の方向性を見出

す」ことができます。 

市民参画手続きの中で、普段、あまり行政職員が主体となって行うことがない手法でも

あります。なぜなら、「自由な意見を市民に言わせる」こと、「自由に出てくる意見をゴー

ルに向かった方向に導く」こと、「自由に出た意見を合意形成されたものとしてまとめるこ

と」を行うためには、進行側に「ファシリテーション※能力」がないと、難しいからです。 

最後の出された結果が参加者の自由な意見から導かれた、参加者みんなが納得のいく合

意形成となるようにするためにはどうしたらいいか、考えて見ましょう。 
※ファシリテーション＝グループ活動が円滑に行われるように、中立的な立場から支援を行うこと。
またはそのための技術のこと。協働促進と訳する向きもある。それを行なう人をファシリテーター
といい、進行役、促進役、推進役、引き出し役、調整役、介助役、世話人と訳される。 

 

(1)ワークショップで必要な工夫 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(2)ワークショップの技法 

最もよく使われる技法としては、ポストイットを使った KJ 法ですが、行うワークの

タイプにより適した技法は異なります。 

  

 

 

 

 

 

 

情報をじっくり出し

合うケース 

細切れの意見を出し

合うケース 

選択肢を検討して合

意形成を図るケース 

・ ファシリテーターが模造紙に話を書き取る 

・ 配布資料をもとに報告 

・ ファシリテーターが模造紙に意見を書き取る 

・ 参加者自身が付箋(ポストイット)に意見を書出す 

・ 選択肢を明確にしながら、ファシリテーターが模

造紙や付箋(ポストイット)に議論を書き取る 

②限られた時間の中で、全ての参加者が情報や意見を出せるようにする。具体的には、

グループに分かれて討議、付箋(ポストイット)を使った意見出しなど。 

①議題を漠然ではなく明確に設定し、各回のプログラムや全体のプロセスもわかりや

すく設定する。そうすることで、参加者の集中力が高まる。 

③出された意見を大切にし、議論の過程を明確にするため、記録をとる。そうするこ

とで、参加者間の納得感を高め、合意形成につながる。 

※基本的には手順に大きな決まりはありません。だからこそ難しい手法と言えます。 

ここではワークショップの特徴とそのノウハウについて、尐し詳しく考えて見ます。 
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 (3)ワークショップの設計法 

①ワークショップは問題解決のために行われるものですが、テーマは異なっても設計の

仕方はかなり共通化できます。 

  まずは問題解決に共通する、３つの部分に分けて考えます。 

①問題を出し合い整理する・・・・[現状の問題点] 

②目指すものを描く・・・・[ビジョン、コンセプト] 

③解決策を考える・・・・[具体的方策」 

    

②また、この部分は、次のような「発散⇒収束のプロセス」の 4 つの段階を、それぞれ

持っています。 

       

         

 

 

 

③上記①と②から、どの問題解決パターンの、「発散⇒収束」のどの段階に該当するワー

ク(作業)であるかを考えて、適切な技法を選べます。 

たとえば公園整備を題材にして、ワークショップを考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ※埼玉県東南部年連絡調整会議「ワークショップの企画･進め方研修(庄嶋孝広)資料から抜粋 

  

発散 

         発散                        収束 

 

 

 

 

●公園予定地の現地調査(調査票を持って) 

           ●地域にあるもの･ないもの(地域地図に付箋で) 

           ●地域の気に入っていること・ 

            気になっていること(模造紙に書き出し) 

 

           ●文型を決めて  ●付箋を整理  ●ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰが  ●コンセプト候補 

            公園のｺﾝｾﾌﾞﾄを          ｺﾝｾﾌﾟﾄ候補   に追加・修正 

            付箋に書き出し          を整理      ・削除して、 

                                     ｺﾝｾﾌﾟﾄを決定 

 

           ●公園にあるとよいもの・場所を  ●対立する   ●対立点の用途 

            文型の決まったカードに書き出し、 用途を確認   を選択し、全体 

            図面に貼る                    をゾーニング 

             

           ●遊具や植栽のキットを使って、   ●対立する   ●対立点の用途 

            各ゾーン内に配置         用途を確認   を選択する 

 

[現状の問題点] 

 

[ビジョン、 

コンセプト] 

 
 

[具体的方策] 

意見を出す･集

める･調べる 

選択肢を選

ぶ 

意見を整理

する 

選択肢を洗

練する 

●解決すべき地

域課題を選択

してもよい 

・意見を出す・集める・調べる 

・意見を整理する 

・選択肢を洗練する 

・選択肢から選ぶ 収束 
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６．市民討議会 

市民討議会の実施にあたって注意することは、「より公平・公正・中立的で民主主義的な

開催・運営形式であること」「主催者にとって開催しやすいものであること」を大前提として、次

の５つの条件を守ることが必要です。 

 

 条件１ 参加者の無作為抽出 

      無作為抽出とは、何の条件もつけずに、住民基本台帳などから参加者を選ぶと

いうことです。市民参画条例では、特に年齢要件を設けていませんが、実際問題

として、例えば 3 歳の子どもが市民討議会に参加できると考えられませんので、

年齢については、「◈◈歳以上」というように、それぞれの案件に応じ実行委員

会等で慎重に検討し決定する必要があります。 

条件２ 参加者への謝礼の支払い 

      参加者の方々に貴重な時間を割いてもらい、市民委員として仕事をしていただ

くという意味で、有償であることは欠かせません。 

 特に、土日に開催することが多いので、土日に働いている方々、学生や主婦、

現在失業中で土日も就職活動をしている人、経済的に余裕のない方などにも、平

等に参加機会を提供するためにも有償で行うことが必要です。 

条件３ 公正・公平な運営機関 

      公正・公平な運営をするために、行政や市民など

で構成する実行委員会を運営機関として設置する

ことが有効です。 

 さらに、実行委員会の設置規程や構成委員名、議

事録等は公開し、誮もがその運営が公正・公平に実

行されているか確認できるようにすることが必要

です。 

条件４ 参加者による小グループ討議 

       市民討議会では、参加者が５人程度の小グループに分かれて討議を行います。 

      １グループ５名が最も討議が活発に行われ有効とされており、これより人数

が多くなると討議の質が落ちる傾向があるといわれています。 

      【注意!!】 

市民討議会では進行役がつきます。ただし、この進行役は、あくまでも司会役として全

体の流れを進行するもの、また、タイムキーパー役として討議の時間管理を行うものです。 

討議は参加者のみで行うことが原則ですので、スタッフを各グループに配置させ、討議

内容に踏み込んだり、ファシリテーションを行うことは、結果として討議の誘導や参加す

る市民の満足度を低下させることにつながりますので、注意が必要です。 
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条件５ 報告書の公表 

討議された内容は、基本的にはすべて報告書にまとめ公表します。 

実行委員会が討議内容を参加者の代理人として責任をもって編集します。 

       【注意!!】 

         報告書の内容について実行委員会や事務局が勝手な解釈を付加したり、勝手な編集

や削除・追加は絶対にしてはいけません。 

         市民討議会の討議内容は、市民からの提案や答申であり、主催者や運営機関のもの

ではありません。 

         報告書は、実行委員会から参加者に提示し、確認と承諾を得た後に正式に発行する

必要があります。 

 

■市民討議会の全体の流れ 

 

 

     ①いつ頃行うか、およその予定を計画し、まずは会場を予約します。 

     ②どのようなテーマまたは方向性で実施するのか、おおむね検討します。 

     ③どのような規模（抽出人数…案内状の送付人数、参加定員数）を検討します。 

        

 

 

 

 

 

 

     市民討議会の開催方法には、大きく分けて次の 3 つの方法があります。 

①市の単独型 

②市と団体（青年会議所や NPO 団体）との共催（協働）型 

③団体（青年会議所や NPO 団体）の単独型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

運営スタイルの決定 

市民討議会は「中立・公平」な運営を行うことが大原則です。 

そのために、吉川市では、原則として上記②の「市と団体との共催（協働）型」

での実施を推奨します。 

具体的には、市と中立・公平な団体等が、お互いの役割分担等を協議した上で、

パートナーシップ協定等を締結し、実行委員会を設置して運営にあたります。 

 【注意!!】実行委員会は、市民討議会の運営を任されているに過ぎず、実際の

討議に加わったり、報告書に自分たちの意見を盛り込んだり、さらには、参

加した市民が出した結論を行政が実際に行うかどうかを検証したりすること

はできません。 

実施時期や実施内容の検討 

※案内状の送付に係る郵送料、参加者に対する報償費（謝礼）の予算化が必要です。 

また、このほか、模造紙や付箋の購入に係る消耗品費、または、団体に委託して

行う場合には、人件費等を勘案した委託費の予算化が必要になります。 
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     ・実行委員会を開催し、お互いの役割や討議するテーマ、日程等について協議

し、決定していきます。 

・開催日が決定したら、開催案内（規 18[様式５]）により、開催日の７日前ま

でに公表するほか、市のホームページに掲載します。（規 18②） 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ・実行委員会で無作為抽出する件数を決定し、市民誯に抽出要請を行います。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住民基本台帳から無作為抽出 

実行委員会の開催 

市民討議会の具体的な運営方法をはじめ、討議するテーマ、討議会までの日程、当

日のスケジュール、役割分担など、話合いながら相互の合意により決めていきます。 

※「市民討議会」という名称にこだわらず、馴染みやすく、柔らかい印象を不える

名称にしても構いません。 

※委員が集まりやすい時間や曜日などを、確認しながら進めていきます。 

市民討議会はまだまだ認知度が低く、市民参画の意識を高揚させるためにも、あら

ゆる手段で広報し、市民に働きかけることがとても重要です。 

特にホームページへの掲載については、既定の「７日前」ではなく、それよりも前

から掲載し、広く周知していくことが重要です。また、このほか、マスコミや広報

誌などを通じ周知していくことが必要です。 

■吉川市で行っている無作為抽出方法 

住民基本台帳から、ある一定の年齢（◈◈歳以上）のリストを抽出し、そのリス

トの上位から、出発点をくじで決め、それ以降一定の間隔で抽出を行う「系統抽出

法」を用います。 

 ※出発点は、「リストの人数／抽出する人数」で算出した、正数の数字の中からく

じで決定します。 

 （例）人口 65000 人から 18 歳以上の市民 1000 人を抽出する場合 

   ①18 歳以上を抽出した結果→60000 人のリストの完成 

   ②60000 人（リスト人数）／1000 人（抽出人数）により 60 を算出 

   ③1～60 番までの数字から、くじで一つの数字を決定（出発点） 

   ④出発点以降、60 人ずつ等間隔で抽出 

（例）くじにより 15番を抽出 

（1 人目）15 番…出発点 

（2 人目）75 番 

（3 人目）135 番 

（1000 人目）59955 番 

1 

… 

60000 

60 

…
…
…
…
… 

…
… 

60 人 

60 人 

 

（999 人目）59895 番 
60 人 
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      ・抽出した市民に案内状を送付し、その中から参加希望者を募ります。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ・参加希望により参加者を決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ※詳細は、28ページ「市民討議会当日の運営」参照 

       ・当日の司会進行をはじめ、スタッフの役割分担をあらかじめはっきりと

打合せしてくことが大切です。 

 

 

 

  

案内状の送付・参加希望者募集 

市民討議会は、日本全国に広がりつつあるものの、一般的にはあまり知られてい

ないのが現状です。 

案内状には、市民討議会の討議するテーマを始め、日時、募集定員、謝礼の明記

はもちろんのこと、概要や目的などを分かりやすく説明した資料と返信ハガキ等を

同封することが必要です。 

 また、募集定員を超えた場合は、抽選によって決定するなど、市民が丌利益にな

る内容については、あらかじめ明記しておくことが必要です。 

※返信用はがき等には、参加希望だけでなく、今後の市民討議会の実施に向けて参

考にするためにも、丌参加の市民に対しても、「参加できない理由」や、「参加した

くない理由」のアンケートを記載するなど、丌参加理由も把揜するように努めてく

ださい。

 

参加希望者の決定 

参加希望者が定員を超えた場合は、くじ引きで参加者を決定します。 

このくじ引きも、当然、中立・公平な運営を確保するため、公開で行います。 

また、一旦参加を希望したものの、時間が経つにつれ、用事ができたり、あるい

は参加意識がだんだん薄れるなど、当日の参加者に変動を生じる場合があります。 

参加者の変動は、グループ編成など、当日の運営に影響を不えますので、参加希

望者とは連絡や情報提供を通じ、参加者数の把揜に努めていくことが大切です。 

もし、定員を超えての希望があり、くじ引きで漏れた方がいる場合は、補欠者と

して、欠員が出た場合に補充できるようにしておく必要もあります。 

 

 

市民討議会の実施 

当日は、限られた時間でスムーズに運営することが重要です。 

当日、もたついたり、スタッフがバラバラに行動をとっていては、予定していた

スケジュールに影響を不えるだけでなく、参加者への負担や丌信感を招く恐れがあ

ります。 

【事前打ち合わせ】参加者は、限られた貴重な時間を割いて、討議会に参加しても

らうということを肝に銘じ、スタッフ間で事前に打合せしておくことが必要です。 

【会場確認・リハーサル】必ず、当日運営に当たるスタッフ全員で当日の会場を確

認し、机のレイアウトや人の動線の確認やリハーサルを行うことが必要です。 
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      ①討議によって集約された意見をそのまま記載します。 

      ②報告書に盛り込む内容を実行委員会で決定します。 

       ※実行委員会では、開催に当たっての反省や将来に向けた改善点などを話

し合い、評価していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ・市の代表者などに、実行委員会から提出し、その報告書はホームページなど

で公表します。 

      ・この報告書とは別に、開催記録（規 21[様式 6])を作成し公表します。 

  

報告書の作成 

報告書の作成については、第三者（実行委員会や事務局など）が勝手に解釈し

たり、主催者の考えを記載することは、絶対にしてはいけません。 

また、参加者が討議を通じて合意形成された意見や提言は、そのまま行政に伝

えなければなりません。 

そのためには、一旦作成した報告書を、参加者に一度閲覧し、誤りがないか、

討議結果に変更が加えられていないかを確認してもらう必要があります。 

【報告書は貴重な資料】この報告書は、市民の意見や提言を行政に伝えるだけで

なく、今後、「市民討議会」を実施していく上で、貴重なノウハウの蓄積のための

資料となりますので、当日の討議の様子、開催までの行程、実行委員会で検討し

てきた内容、参加者のアンケート調査の結果、運営における反省点や今後に向け

た改善点など、あらゆる事項をこと細かく盛り込んだ報告書の作成を心掛けてく

ださい。 

 

 

報告書の提出・公表 
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■市民討議会当日の運営 

 ◈一日のスケジュール例（一般的な例） 

  このスケジュールはあくまでも例です。実際のスケジュールは、参加者の負担などを

考え、実行委員会などで慎重に検討し決めていくことが重要します。 

 

 ◆１日 3コマ（3テーマ）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．住民投票 

※住民投票に関しては、必要な手続きについて別に条例に定めることになるため、ここで

は省略します。 

時間 内容 

9:30～ 受付開始 

10:00～10:20 開会式（挨拶、主旨説明、 

進め方の説明など） 

10:20～10:40  

討議① 

情報提供（20分） 

10:40～11:30 討議（50分） 

11:30～11:40 まとめ（10分） 

11:40～12:00 発表、投票（20分） 

12:00～13:00 昼休（60分） 

13:00～13:20  

討議② 

情報提供（20分） 

13:20～14:10 討議（50分） 

14:10～14:20 まとめ（10分） 

14:20～14:40 発表、投票（20分） 

14:40～14:50 休憩（10分） 

14:50～15:10  

討議③ 

情報提供（20分） 

15:10～16:00 討議（50分） 

16:00～16:10 まとめ（10分） 

16:10～16:30 発表、投票（20分） 

16:30～ アンケート・事務連絡・閉会式 

≪進め方の説明≫最初に討議のながれや時間配

分、各グループの係の役割など、分かりやすく説

明することが大切です。 

◎この時点では、皆さんすごく緊張していますの

で、和らげる工夫も必要です。 

情報提供は、それぞれの討議（テーマ）ごとに行

います。 

また、提供する情報は、討議するテーマに対して、

一方向に偏った情報とならないことに注意が必要

です。 

■情報提供 

 情報提供は、専門家や実践者から多角的な意見

や現状のデータに関する情報を提供します。 

 ここで、誤った情報や偏った情報を提供する

と、後々の討議に影響するばかりではなく、主催

者に対して丌信感を抱かせる原因となりますの

で、情報提供の内容は、精査し、実行委員会で確

認し合うことが必要です。 

 また、開催前に情報提供に関する資料を配布す

ると、その資料を読んできた人と読んでこない人

の間に温度差が生まれ、当日の討議に影響を不え

ることがあるため、基本的にはこの情報提供に関

する資料は、開催前には配布しません。 

 

参考文献：自治を拓く市民討議会（イマジン出版） 
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Ⅴ 市民参画の検証 
市民参画手続は、ただ行えばいいというものではありません。 

①市民参画の手続が正しく行われているか、また、手続きがあることを

市民に積極的に知らせようとしているか。 

②その手続に市民は関心を持ち、答えてきているか。 

③市民の参画に市はどう対応しているか。 

ここまでの流れが確実に行われてはじめて、市民参画条例は活きてきます。

行政、審議会委員それぞれの立場で検証してみてください。 

 

１ 行政側から見た場合（自己検証の視点） 

 

①「条例どおりに実施しているか」 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「市民は反応しているか」 

 

 

 

 

 

 

 

③「行政は市民の反応に対応しているか」 

 

 

 

 

 

 

・市民参画対象事項を満たして市民参画手続を実施しているか。 

・対象事項以外で市民参画を実施した事業があるか。 

・市民参画の方法を複数併用しているか。 

・審議会に公募の委員がいるか。また兼職ではないか（２つまで）。 

・審議会における男女の比率はどちらかに偏っていないか。 

・会議録は早い時期に公表しているか。（周知期間は充分か） 

・委員を公募して、市民は応募してきたか。また同じ顔ぶれではないか。 

・審議会等の傍聴者はいたのか。 

・パブリックコメントの提出者数と提出意見数の状況はどうか。 

・審議会委員の出席率は高いか。 

・説明会等の参加者数は多いか。 

・審議会等の答申･提言は、どの程度反映されているか。 

・パブリックコメントの意見反映率はどの程度か。 
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２ 審議会委員からみた場合（市民参画審議会における検証の視点） 

 

①「市民参加のＰＲ方法は適当か」 

 

 

 

 

 

②「対象にふさわしい手法が取られているか」 

 

 

 

 

 

③「市民が力を発揮できるよう運用されているか」 

 

 

 

 

カレッジランポ 2005「市民参加条例の効き目を検証する」報告（ＮＰＯ法人東京ランポ）参照 

  

・適切な場所に適切な方法でＰＲしているか 

・広く市民にＰＲしているか 

・委員が参加しやすい環境作りが行われているか（場所･時間・進行など） 

・委員の発言が均等に行われているか 

・傍聴者を考慮した会議の運営（資料の配付・アンケートの配付・発言の機会） 

・パブリックコメントにおける分かりやすい資料作成と説明会の開催 

・ワークショップの進め方は適切か 

 

・事業が市民参画の対象事項として適当か 

・条例が定める１つ以上の手法を最低限のルールとし、できるだけ複数の手法を採

用するようにしているか。 

・個々の施策において、その手法が適切であるかどうか 

・公募委員の選出方法は適当か 

・アンケート調査の内容（判断材料・情報や質問内容）が適正か 
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Ⅵ 付録 

吉川市市民参画条例の説明文  

目次  

前文  

第１章 総則（第１条－第５条）  

第２章 市民参画手続の実施  
第１節 通則（第６条－第１０条）  

第２節 審議会手続（第１１条－第１６条）  

第３節 パブリック・コメント手続（第１７条－第２０条）  

第４節 市民説明会手続（第２１条・第２２条）  

第５節 地域ヒアリング手続（第２３条―第２５条） 

第６節 ワークショップ手続（第２６条・第２７条） 

第７節 市民討議会手続（第２８条―第３０条） 

第８節 住民投票手続（第３１条・第３２条） 

第３章 市民参画の推進のために（第３３条―第３７条） 

第４章 吉川市市民参画審議会（第３８条―第４０条） 

第５章 雑則（第４１条・第４２条） 

 

附則  

 

前文  

私たち吉川市民は、これまで先人が育んできた歴史と文化を大切にしながら、自らの知識や経

験、創造性を活かし、より住みやすいまちづくりを進め、次の世代へ引き継ぎたいと願っていま

す。  

さらに、地方分権が進むこの時代は、これまで以上に、私たち市民と市が信頼を深め、協働し

てまちづくりを進めていくことを求めています。  

このため、市は、市政運営における今日までの市民参加を更に発展させ、まちづくりの主役で

ある私たち市民の意向を的確に反映できる仕組みを一層充実させていく必要があります。  

ここに、吉川市で生活するすべての市民がこのまちで暮らして良かったと思えるよう、私たち

市民と市の協働を基本とした市政への市民参画を推進するため、この条例を制定します。  

（説明・解釈）  

この条例を制定するに当たっての背景や基本的な考え方を述べるとともに、市政への市民参画を

推進していく決意を表明するため、前文を設けました。  

先人から受け継いだ歴史と文化を大切にし、より住みやすいまちづくりを進めて、次の世代に引

き継ぎたいということは、過去、現在、未来を通じた私たち市民の普遍的な願いです。特に、地方

分権が進む２１世紀初頭のこの時代は、これまで以上に私たち市民と市が信頼を深めて、協働によ

るまちづくりを進めていくことを求めています。  

このため、吉川市では、これまでも市政運営において市民参加に取り組んできましたが、さらに

発展させ、まちづくりの主役である私たち市民の意向を的確に反映できる仕組みを一 層充実させ

ていく必要があります。  

これらのことを踏まえ、国籍や年齢、性別にかかわりなく、吉川市に住み、働き、学ぶすべての

市民がこのまちで暮らしてよかったと思えるように、私たち市民と市との協働を基本とした市政へ

の市民参画を推進していく決意を表明したものです。  
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第１章 総則  

（目的）  

第１条 この条例は、吉川市の市政運営における市民参画の基本的な事項を定めることにより、

市民参画の推進を図り、それによって市民と市との協働によるまちづくりを進めることを目的

とします。  

（説明・解釈）  

この条例は、これまで進められてきた市民参加に関する個別の施策を体系的に発展させ、市民参

画に関する基本的な事項を定めて、市政運営における市民参画の推進を図ろうとするものです。さ

らに、この市民参画を推進することにより、市民と市との協働によるまちづくりを進めることを目

的とします。  

（言葉の意義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる言葉の意義は、それぞれの各号に定めるとおりとし

ます。  

(1) 市民参画 市の施策の立案や実施などに当たって、市民が自己の意思を反映させるよう意見

を述べ、提案を行い、市民と市が協働して取り組むことにより、市民が市政に参画することを

いいます。  

(2) 協働 市民と市がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いに尊重し、補完し、協力することを

いいます。  

(3) 市民活動 市民の自主的な参加によって行われる不特定多数の者の利益その他地域社会の利

益のために行う活動をいいます。  

(4) 審議会 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」といいます。）第１３８条の４

第３項の規定により設置する審議会などと市の施策の立案や実施などについて提言を行うため

要綱などにより設置する懇談会などをいいます。  

(5) 市民説明会 市の機関が開催する説明会、意見交換会、公聴会、フォーラムなどをいいます。  

(6) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定

資産評価審査委員会と水道事業管理者をいいます。  

（説明・解釈）  

言葉の意義は、この条例で使用している用語の意義を定めたものです。一般的には「定義」と呼

ばれているものですが、わかりやすい表現とするため、「言葉の意義」としました。  

言葉の意義として、「市民参画」、「協働」、「市民活動」、「審議会」、「市民説明会」、「市

の機関」の６つを記述しました。「市民」については、市民参画にかかわる施策によって対象とな

る市民の範囲が異なってくることから、限定的、例示的に示すことは困難であるため、定めないこ

ととしました。  

(1) 市民参画  

市民がまちづくりの主体者として、市の施策の企画立案から実施、評価に至るまでの段階にお

いて、市民と市が一緒になって考え、協働して取り組んでいこうとするものであり、市民が主

体的、積極的に市政に参画することをいいます。  

(2) 協働  

市民と市が対等の立場でそれぞれの役割と責任を自覚して、お互いに尊重し、補完し、協力す

ることをいいます。  

(3) 市民活動  

市民が自主的に行う活動で、構成員相互の利益や特定の個人又は団体の利益に限定することな
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く、丌特定多数の人々の利益や地域社会の利益の増進に寄不する活動をいいます。これらの活

動を行う団体としては、例えば、ＮＰＯ法人をはじめとする非営利の公益法人、それに準ずる

営利を目的としない市民活動団体や自治会などの地縁に基づく地域の組織などが挙げられま

す。  

(4) 審議会  

地方自治法第１３８条の４第３項の規定により設置する審議会等と市の施策の立案や実施な

どについて提言を行うため要綱などにより設置する懇談会等をいいます。この条例では、この

審議会等と懇談会等をあわせて、「審議会」と呼びます。  

(5) 市民説明会  

市の機関が開催する説明会、意見交換会、公聴会、フォーラム、シンポジウムなどをいいます。

この条例では、これらをあわせて、「市民説明会」と呼びます。  

(6) 市の機関  

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査

委員会、水道事業管理者と、議会を除いて現在あるすべての市の機関が対象となります。この

うち、「市長」は、市長部局の行政機関を指します。   

 

（市民参画の基本原則）  

第３条 市民参画は、市民の自主性が尊重されるとともに、すべての市民が参画できるものとし

ます。  

２ 市民参画は、市民と市の市政に関する情報の共有により行われなければなりません。  

３ 市民参画は、市民と市がまちづくりの協働のパートナーとして、相互の役割と責任を理解し、

尊重しながら行われなければなりません。  

（説明・解釈）  

前文や目的にのっとり、市民と市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

示したものです。  

◆市民参画は、市や他の人から強制されて行うものではなく、市民の自主性のもとに進められるも

のです。また、すべての市民が平等に参画の機会を有していることを規定したものです。  

◆市民参画は、市政に関する十分な情報が市民側に保障されなければ、市民と市が対等な立場で議

論ができないことから、市が市民に対して積極的に必要な情報提供を行い、同じ情報を共有する

ことを市民参画の重要な前提としています。  

◆市民参画の推進に当たっては、市民と市がまちづくりの協働のパートナーとして、相互の役割と

責任を理解し、尊重しながら、共通の誯題に取り組むことを原則としています。  

  

（市民の役割）  

第４条 市民は、まちづくりの主体として、自らの発言と行動に責任を持って市民参画を行うよ

う努めるものとします。  

２ 市民は、特定の個人や団体の利益ではなく、市民全体の利益を考慮して市民参画を行うよう

努めるものとします。  

３ 市民は、市政への関心を高めるとともに、市民活動に関して理解を深め、促進するよう努め

るものとします。  

（説明・解釈）  

市民参画を進める上で、市民の基本的な役割について規定したものです。  
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◆まちづくりの主体である市民は、自らの発言と行動に対して責任を持って市民参画を行うように

努めることを規定したものです。  

◆市民は、市民全体の利益に資するといった観点に立って、意見を述べ、提案などを行い、市民参

画に努めることを規定しています。  

◆市民は、市政に対する関心を高めるよう心がけることを規定しています。  

また、市民が参画する対象には、市政運営のほかに市民活動への参画が考えられます。この条例

では、市政運営における市民参画の推進を直接の目的としていますが、市民と市との協働による

まちづくりという観点からは、市民活動は重要な役割を担っています。このため、市民は市民活

動に対して理解を深め、促進するよう努めることを規定したものです。 

  

（市の役割）  

第５条 市は、まちづくりの主体である市民に対し、市民参画の機会を積極的に設けるとともに、

説明責任を果たすよう努めなければなりません。  

２ 市は、市政に関する情報を公平、的確かつ迅速に提供し、市民と情報を共有するよう努めな

ければなりません。  

３ 市は、市民の意向を把握し、市の施策へ反映させるよう努めなければなりません。  

４ 市は、市民との協働によるまちづくりを進めるため、市民活動に協力し、促進を図るよう努

めなければなりません。  

（説明・解釈）  

この条例をより実効性のあるものとするため、市の基本的な役割を明確にしたものです。  

◆市は、市民参画を推進するために、まちづくりの主体である市民に対して市民参画の機会を積極

的に提供すること、また、市民の理解が得られるように説明責任を果たすことを市の役割として

規定しました。  

◆市民参画を推進するためには、市民と市が対等な立場で議論を行うことが重要であり、市民に市

政に関する情報を公平、的確、迅速に提供し、共有することが必要となります。情報の提供と共

有は、市政の公正性、透明性を確保しつつ、お互いを対等のパートナーとして認め合い、理解し

合うことの前提となるものです。  

◆市は、常にまちづくりの主体である市民の意向を把揜し、その意向を市の施策に反映させるよう

に努めることを規定したものです。  

◆市民と市との協働によるまちづくりを進めるため、市は、社会の様々な誯題の解決を目指して、

自主的に行われる市民活動との連携を図ることが必要です。このため、市の役割として、これら

の活動に対して協力し、促進を図るように努めることを規定しています。 

 

 

第２章 市民参画手続の実施  

第１節 通則  

（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  
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(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) 地域ヒアリング手続 地域住民、各種団体などと直接面会し、意見、提案などを聴取する

方法 

(5) 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  

(6) 市民討議会手続 無作為で選ばれた市民が小グループでの討議を通しながら意見を集約

し、事案に対する提言をまとめていく方法 

(7) 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６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。  

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。  

（説明・解釈）  

◆市民参画手続を行う場合には、多様な市民参画の方法のうち、できるだけ市民が意見を提出しや

すい手続を選択するとともに、より広範な市民の参画を得るように努めなければなりません。そ

こで、市民参画の手続として、従来の審議会、パブリック・コメント、市民説明会、ワークショ

ップ、住民投票のほかに、平成23年4月から地域ヒアリングと市民討議会という２つの手続きを

新たに加え、更なる市民参画の発展を図ることとしています。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

(7)住民投票手続については、全市民に直接係る市政運営上特に重要な事項であって、(1)から(6)

までの手続を講じても市民の意思が集約できないような場合など、市民の意思を直接問う必要が

生じたときに、時期を失することなく市民の意思を確認することができる市民参画手続の一方法

として規定したものです。  

◆市民参画手続の対象となる事項に該当する場合は、市の機関は、必ず(1)から(6)までの手続のう

ち１つ以上の市民参画手続を設定し、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

としています。  

◆また、より多くの市民の意見を求める必要があるときは、当該施策の内容にあった市民参画手続

を選択し、できる限り複数の市民参画手続を併用することを市の機関に誯しています。  

 

○個々の手続の流れや解説は下記ページをご参照ください。 

(1)審議会  17ページ      (2)パブリック・コメント 18ページ 

(3)市民説明会 20ページ     (4)地域ヒアリング 19ページ 

(5)ワークショップ手続 20ページ  (6)市民討議会 22ページ 

(7)住民投票手続 27ページ  
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（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。  

（説明・解釈）  

市では、これまでも市民主役のまちづくりを目指して、行政活動を積極的に公開し、市民への情

報提供に努めるとともに、各種審議会への参加機会の拡大やパブリック・コメント、ワークショッ

プなどの方法により、市政に対する市民の自主的な参加促進に努めてきました。しかしながら、市

民参加を求めるかどうかということについては、統一的な基準がなく、担当誯の判断で行われ、誯

によってばらつきも見受けられました。  

このため、ここでは、市民参画手続を求めるべき施策や事業を具体的に規定し、また、事務の効

率性などの観点から、市民参画手続を求めないことができる施策についても規定しました。  

 

◆市民参画手続の対象となる事項  

(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」とは、基本構想や基本計画を定めた総合振興計画をはじめ、地域福

祉計画、地域防災計画、都市計画マスタープラン、生涯学習推進計画など、全市域を対象とし

た将来の市における施策展開の基本方針や進むべき方向、その他の基本的な事項を定める計画

をいいます。  

(2) 「市の基本的な方向性などを定める憲章、宣言など」とは、市の重要な定めや市の考え方を表

明する市民憲章や都市宣言などをいいます。  

(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」とは、吉川市情報公開条例、吉川市

介護福祉総合条例、吉川市環境保全条例、吉川市男女共同参画推進条例やこの吉川市市民参画

条例など、市政に関する基本方針や市政全般にわたる基本理念等を定める条例を指します。  

(4) 「市民に義務を誯したり、権利を制限したりすることを内容とする条例」とは、市民の権利・

義務にかかわり、市民生活に重大な影響を不えるものであり、地方自治法第１４条第２項の規

定に基づく条例を指します。例えば、規制等を内容としている吉川市環境保全条例などがあり
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ます。  

(5) 「市民生活に重大な影響を不える制度」とは、基本的な計画や条例のほかにも市民に広く適用

され、市民生活に重大な影響を不える制度を指します。具体的には、宅地開発指導要綱制度、

小中学校通学区域制度、ごみの分別収集制度などがあります。  

(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」とは、広く一般市民が利用

する公民館、児童館、公園等の施設建設に係る基本計画などを指します。  

 

◆市民参画手続の対象としないことができる事項  

(1) 「市税の賦誯徴収その他金銭の徴収に関するもの」については、地方自治法第７４条において

も条例の制定又は改廃の請求権から除外されていることから、市民参画手続の対象としないこ

とができるとしたものです。  

(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」とは、法令に

一定の基準が定められており、その基準に基づいて行うものをいいます。例えば、都市計画法

第１６条に規定する公聴会の開催や同法第１９条に規定する吉川市都市計画審議会における

審議などがあります。  

(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」については、市民

参画手続を求めるまでもない簡易な内容のもので、関係法令の改正に伴う場合などは市民参画

手続を行っても意見の反映ができないものと考え、対象としていません。  

(4) 「市の機関の内部にのみ適用されるもの」については、市の機関内部の事務においては、市の

機関が自らの責任と意思で決定すべき事項であることから、市民参画手続を行わないことがで

きることとしました。  

(5) 「緊急を要するもの」は、市民参画手続の対象となる事項の例外として、時間的な制約により

やむを得ず市民参画手続がとれないことを想定し、定めたものです。  

◇ただし、緊急を要するものとして市民参画手続の対象としなかった場合には、事後速やかに市民

参画手続を行わなかった理由を公表するように、市の機関に説明責任を誯しています。 

  

（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  

（説明・解釈）  

市民参画を進めていくためには、市民参画手続を実施する際に、市民に十分その情報を届けるこ

とが前提になります。ここでは、市民参画手続に関する情報を公表する方法について定め、市の機

関が常にこの４種類のうちから適切に方法を組み合わせ、市民が市民参画手続に関する情報を公平

に入手できるように規定したものです。  

「前３号に掲げるもののほか、効果的に周知できる方法」には、自治会を通じた回覧や掲示板の

活用、各公共施設での掲示や配布の方法などがあります。  

  



３７ 

 

（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。  

（説明・解釈）  

市民参画手続を行う場合には、前述の市民参画手続の中からどの方法を選択し、組み合わせて行

うかという内容と、市の機関内部での一連の検討過程のどの時点で行うかという時期が大変重要に

なります。  

また、市民参画手続は、施策や事業の内容の違いから、一律にどの時点・時期において行うかを

あらかじめ定めておくことは困難です。このため、提出された市民の意見を検討して市政に反映さ

せるべく、正確で十分な情報を市民に提供し、施策や事業の推進過程の中で内容や市民の関心の高

さなどを考慮して、最も効果が期待できる適切な時期に市民参画手続を実施するものとしています。  

 

（意見の検討）  

第１０条 市の機関は、市民参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。  

（説明・解釈）  

市民と市がお互いに対等な関係を保つパートナーシップの精神を尊重する市民参画の基本原則

にのっとり、市の機関が市民参画の手続を行った後、市民から提出された意見、提案、情報を検討

しなければならないとしました。  

市の機関は、市民参画手続を行った際に出された意見をできるだけ尊重して、事業を実施するよ

う努めなければなりません。「総合的かつ多面的に検討」とは、一つの市の機関における内部的な

検討にとどまらず、関係機関に情報を提供し、そのときの社会情勢、財政状況、政策展開など幅広

い視野に立って市全体で検討することをいいます。  

 

第２節 審議会手続  

（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。  

（説明・解釈）  

市政の重要誯題や当面する基本的問題について、専門的・技術的知識や経験などに基づく審議に

より答申、報告などを受ける場合は、地方自治法第１３８条の４第３項の規定により審議会を設置

します。また、個人の知識、経験に基づく自由な意見交換により提言を求める必要がある場合にも、

要綱等により審議会を設置します。  

審議会手続は、限定された数の市民によって合議による意見を求めるため、特定誯題について詳

細な検討や深い議論を行うことに適した方法といえます。  

■地方自治法第１３８条の４第３項 

普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところに

より、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、

審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又

は調査のための機関を置くことができる。ただし、政

令で定める執行機関については、この限りではない。 
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（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。   

（説明・解釈）  

◆審議会の会議の公開は、市民の市政に対する関心を高め、市民参画を推進し、開かれた市政の実

現を目指す上で必要丌可欠なものです。また、審議会の会議を公開することにより、審議内容の

経過を市民に公開し、適正に会議が進行されているか、十分な検討が行われているかを市民が確

認することができ、その機会を確保しようとするものです。  

会議の開催に当たっては、事前に開催日時、開催場所、議題などを公表します。  

◆審議会の公開制度を担保し、さらに会議の傍聴等の機会が得られない市民に対する補完措置とし

て、会議録の作成と公表を義務付けたものです。ただし、情報公開条例第７条に規定する非公開

とされる情報に該当するものは、公表しません。  

■吉川市情報公開条例第２６条：実施機関に置く附属機関及びこれに類するもの（以下「附

属機関等」という。）は、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内

容が許可、認可等の審査、行政丌服審査、紛争処理に関する事務等に係るものであって、

附属機関等が、会議を公開することが適当でないと認めるときには、この限りではない。 

■吉川市情報公開条例第７条：実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文

書に次の各号のいずれかに該当する情報（以下「非公開情報」という。）が記録されてい

る場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。（以下第１号

から第７号まで略）  

 

（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。  

（説明・解釈）  

市民の市政への参画の機会をより拡大し、幅広く市民の声を反映させるためには、審議会の運営

は大変重要なものです。審議会は比較的限られた人数で、市の重要事項を審議することとなること

から、多くの人が平等に参画の権利を有するよう規定しました。  

多様な市民の参画を推進し、審議会そのものを活性化するため、男女の比率や公募による選任、

任期、兼職状況などに配慮して、幅広い人材の登用に努めなければならないことを市の機関に求め

ています。このうち、男女の比率に関しては、吉川市男女共同参画推進条例16条(2)で、市は審議

会における委員を委嘱や任命する場合、男女の均衡を図るように努めることが規定されています。  
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（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。  

（説明・解釈）  

◆市民参画を保障するため、市が行う様々な事業の企画や立案、政策の決定などの過程で、広く市

民の意見や専門的な知識を反映させるために設けている市の審議会に、公募による委員を募るよ

う規定したものです。  

「法令の定めその他正当な理由がある場合」とは、法令で委員の構成要件が定められていて公募

委員を加える余地がない場合、またプライバシーにかかわることの審議や高度に専門的な知識が

要求されるなど、性格上公募になじまない場合が考えられます。  

◆また、委員の公募に当たっては、どのような範囲で公募を行うのか、応募者の中からどのように

して委員を選考するかなど、公募の実施や公募委員の選考に関する事項は、規則で定めることと

しています。 

  

（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。  

（説明・解釈）  

◆ここでは、審議会の委員の兼任について制限を設けています。市全体の審議会のうちやむを得な

い理由がある場合を除いて、２つの審議会まで委員として選任されます。ただし、臨時的、時限

的に設置される審議会の委員については、そのほか１つに限り兼ねることができます。  

◆委員の任期についても、兼任と同様に多様な市民の参画を図ることから、連続して３期までが適

当と考え、制限しています。ただし、専門的な知識などを必要とする審議会の委員においては、

他の人に替えられない場合を考慮して、３期までとは限りません。  

 

（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。  

（説明・解釈）  

審議会の委員は、委員として責任を持って審議会に参画することと、市民から顔の見える審議会

づくりを行っていくことを目指して、委員の氏名、選任の区分、任期を公表することを規定したも

のです。  

また、公募委員がいないときは、①公募を行ったものの応募者がいない、②法令で委員の構成要

件が定められている、③審議会の検討内容が個人のプライバシーにかかわる事項のため、④審議の

ためには高度に専門的な知識が要求されるため公募委員を選任しない、などの理由を公表すること

を義務付けたものです。  
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第３節 パブリック・コメント手続  

（パブリック・コメントの実施）  

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。  

（説明・解釈）  

この条例では、政策決定過程における公平性の確保と透明性の向上を図り、市民参画による開か

れた市政運営を目指して、パブリック・コメントの手法を採用します。  

パブリック・コメント（意見公募）手続とは、施策等の策定途中でその計画などの素案を公表し、

それに対して市民が意見、提案、情報等を提出し、提出された意見などを考慮して施策等を決定し

ていく一連の手続をいいます。  

市の機関は、策定しようとする事案に対する多様な意見を幅広く収集する必要があると判断した場

合には、パブリック・コメント手続を実施することとしています。  

 

（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) 意見等の提出方法、提出期間と提出先  

(5) 検討結果の公表の予定時期  

（説明・解釈）  

パブリック・コメント手続の実施に当たって、公表すべき事項を規定したものです。市民に意見

を求めるため、適切に情報を公表することが必要と考え、５項目を設けています。 公表する事項

の案や資料等は、市民がその内容を十分理解できるように、わかりやすいものでなくてはなりませ

ん。市民にとって意見が提出しやすく、適切な判断ができるように、論点などを明確にした資料等

を提供するものとします。  

なお、公表の方法は、市民参画手続の公表に関する規定によります。  
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（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) 郵便による送付  

(2) ファクシミリによる送信  

(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。  

（説明・解釈）  

◆パブリック・コメントの手続では、できるだけ市民が意見を提出しやすくすることが必要なこと

から、提出方法は提出された意見の内容を確認できる範囲内で、多様な方法を設定するものです。  

◆パブリック・コメント手続における意見の提出期間は、市民が検討するための時間を十分に確保

するため、緊急の必要がある場合やその他のやむを得ない理由がある場合を除いて、１ヶ月以上

とします。  

◆市民の役割の規定にのっとり、責任のある意見が提出されるように、意見提出者に住所、氏名又

は主たる事務所の所在地、名称、代表者名の明記を求めています。  

また、パブリック・コメント手続における意見の提出を求めるものは、市民だけに限定せず、市

外に在住の方や団体からも意見の提出を求めようとするものです。 

  

（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  

（説明・解釈）  

市の機関は、市民の提案や意見を聴くだけではなく、その内容がどのように施策等に反映された

のか、その結果について、本人やその情報に関心を寄せている市民に周知し、理解が得られるよう

に努めなければなりません。市の役割に規定する説明責任を果たすということからも、提出された

意見の内容やこれに対する市の機関の考え方を公表し、併せて対象事項の案を修正したときは、そ

の修正内容も公表するものとします。  

なお、提出された意見に吉川市情報公開条例で規定する非公開情報が含まれている場合には、そ

の部分は除いて公表します。  
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第４節 市民説明会手続  

（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。  

（説明・解釈）  

市民説明会手続では、市民説明会のほかに意見交換会、公聴会、フォーラム、シンポジウムなど

で広く意見を述べたり、意見を交換したりする方法を考えています。  

「説明会」や「意見交換会」とは、市の機関が施策等の策定におい

て、施策等を実施する以前に市民に対して説明を行い、理解を求める

会をいいます。「公聴会」とは、市の機関が、決定しようとする事案

の利害関係者や学識経験者などから、公開の場で所定の方法により意

見を聴く会をいいます。 

「フォーラム」とは、市の機関が施策の策定において議題を提案し、

一つの議題を中心にして参加者がその可否について公開討論を行う

会をいいます。「シンポジウム」とは、市の機関が施策の策定におい

て議題を提案し、専門家等が意見を出し合い、それをもとに参加者が

討論を行う会をいいます。  

 

（市民説明会開催の公表）  

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。  

 

（説明・解釈）  

◆市民説明会の開催に当たっては、規則第18条に基づき、事前に必要事項を公表することを規定

したものです。 

◆市民説明会を開催したときは、開催記録の作成と公表を市の機関に義務付けたものです。ただし、

情報公開条例第７条に規定する非公開とされる情報に該当するものは、公表しません。  

公表の方法は、規則第20条に基づき行います。 
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第５節 地域ヒアリング手続 

 

 

 

 

 

（説明・解釈） 

地域ヒアリングは、市民団体や利害関係者などと直接面会し、一定のヒアリングのテーマに基づ

き、対話をしながら、誯題やニーズをはじめ意見や提案の聞き取りを行うものです。 

アンケートや意識調査のような受け身の方法とは異なり、積極的に働き掛けることで、市民が抱

える誯題やニーズ等を、より深く把揜することが期待できます。 

「特定の関係者」とは、事案に対する利害関係者や当事者を指します。 

 

 

 

 

 

（説明・解釈） 

ヒアリングを行う相手先の選定にあたっては、特定の誯題に対する利害関係者や当事者だけでは

なく、幅広い意見を聴くためにも、様々な市民や団体の意見を行くよう努めなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

（説明・解釈） 

◆地域ヒアリングの実施にあたっては、まず、ヒアリング先となる団体などに、事前にヒアリン

グの趣旨を説明し、日程等の調整を行います。その調整に基づき、正式に日時、場所、内容等に

ついて通知するものです。文書で通知する場合は、様式は任意で作成します。 

◆地域ヒアリングを実施したときは、実施記録の作成と公表を市の機関に義務付けたものです。

ただし、情報公開条例第７条に規定する非公開とされる情報に該当するものは、公表しません。  

公表の方法は、規則第20条に基づき行います。 

 

  

（地域ヒアリングの実施） 

第２３条 市の機関は、事案に対する多様な意見、提案などを幅広く聴取する場合や特定の関係者

から意見を聴取する必要がある場合には、地域ヒアリングを実施します。 

 

（聴取先の選定） 

第２４条 市の機関は、地域ヒアリングで意見、提案などを聴取する相手を選定する場合は、事案

の利害関係者だけではなく、地域住民や団体を幅広く選定するよう努めるものとします。 

 

（実施の通知と公表） 

第２５条 市の機関は、地域ヒアリングを実施するときは、規則で定めるところにより日時、場所、

内容などを意見、提案などを聴取する相手に通知するものとします。 

２ 市の機関は、地域ヒアリングを実施したときは、規則で定めるところにより実施記録を作成し、

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。 
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第６節 ワークショップ手続  

（ワークショップの開催）  

第２６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。  

 

（説明・解釈）  

ワークショップ手続は、市民と市や市民同士が、相互に議論することにより案を作り上げていく

方法で、メンバーをあまり固定せず、自由な議論や共同作業などを通して合意形成を図るという特

色があります。早い時期から市民参画手続を行うことが適当と認められる場合などに適した手続と

いえます。  

 

 

（ワークショップ開催の公表）  

第２７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。  

（説明・解釈）  

◆ワークショップの開催に当たっては、規則第18条に基づき、に事前に必要事項を公表すること

を規定したものです。  

◆ワークショップを開催したときは、開催記録の作成と公表を市の機関に義務付けたものです。た

だし、情報公開条例第７条に規定する非公開とされる情報に該当するものは、公表しません。  

公表の方法は、規則第20条に基づき行います。 
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第７節 市民討議会手続 

 

 

 

 

（説明・解釈） 

 市民討議会は、住民基本台帳から無作為抽出した市民の中から、参加者を募り委員を選任するこ

とから、事案や誯題に対して偏りがなく客観的な意見や提案を聴取することが期待できます。 

 参加者のみで構成された、5人程度の小グループで、討議テーマごとにメンバーを入れ替えなが

ら討議を繰り返し、その都度合意しながら意見をまとめていきますので、一方向に誘導されること

なく、中立で公平な意見や提案がまとめられます。 

 この手続の基となっている“プラーヌンクスツェレ”とい

うドイツで開発された手法では、一般的に「誯題解決」にと

ても有効な手法であるといわれています。 

 運営にあたっては、“偏りのない意見”を求めているので、

当然、中立・公平な運営をしなければなりません。参加者を

一方向の考えに誘導することや、誤解や丌信感を招くことの

ないよう注意しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

（説明・解釈） 

 ◆参加者は、住民基本台帳から無作為で抽出した市民から参加者を募り、選任します。 

無作為抽出とは、“何の条件もつけずに、住民基本台帳などから参加市民を選ぶ”ということ

です。吉川市では、無作為抽出には、“系統抽出法”（出発点をくじで決め、それ以降一定の間隔

で抽出を行う方法）を用いることとします。しかし、案件によっては、リストをいくつかの層（年

齢、性別、地域別など）にわけ、各層から必要数を抽出する“層化抽出法”という方法により抽

出する場合も考えられますが、この場合は、意図的・作為的な民意の操作や誘導につながらない

よう、十分に注意しなければなりません。 

 ◆参加者希望者が予定していた定員を超えた場合は、くじ引きなど抽選で参加者を選任すること

ができることを規定しています。抽選に当たっては、当然ながら、中立・公平を担保することか

ら、公開で行わなければなりません。 

 ◆この市民討議会の基となっている“プラーヌンクスツェレ”という手法においても、参加者は

有償であることが原則となっています。あらゆる市民が参加しやすい環境づくり、また、発言に

責任感をもたせる観点からも、有償で行うことを規定しています。 

  金額については、他市の事例や、過去の前例、社会情勢などによって、予算の範囲内で慎重に

検討して決定します。 

（市民討議会の開催） 

第２８条 市の機関は、事案に対し、偏りのない意見、提案などを市民から聴取しようとする場

合は、市民討議会を開催します。 

（参加者の選任） 

第２９条 市の機関は、市民討議会の参加者を選任する場合は、住民基本台帳により無作為で選

ばれた市民の中から参加希望者を募り、選任するものとします。 

２ 市の機関は、参加希望者が、実施しようとする市民討議会の定員を超えた場合は、抽選によ

り参加者を選任することができるものとします。 

３ 市の機関は、参加者に謝礼を支払うものとします。 
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（説明・解釈） 

 ◆市民討議会は公開で行い、当日の傍聴は当然ながら認めて実施することが原則です。 

  また、市民討議会の開催に当たっては、規則第18条に基づき、事前に必要事項を公表するこ

とを規定したものです。  

  この規定に関わらず、市民の認知度を高めるためにも、あらゆる手段で広報やＰＲに努めるこ

とが重要です。 

 ◆市民討議会を開催したときは、開催記録の作成と公表を市の機関に義務付けたものです。ただ

し、情報公開条例第７条に規定する非公開とされる情報に該当するものは、公表しません。  

公表の方法は、規則第20条に基づき行います。 

 

第８節 住民投票手続  

（住民投票の実施）  

第３１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。  

（説明・解釈）  

◆市民参画手続の方法として審議会手続、パブリック･コメント手続、市民説明会手続、ワークシ

ョップ手続が用意されています。しかし、市町村合併などのように市全体を取り巻く大きな問題

が生じたときに、市民の総意を確認するため、最終的な手法として住民投票の制度を規定したも

のです。  

◆住民投票を行うに当たっては、投票に付すべき事項ごとに、住民投票の期日や投票資格者、投票

の方法などの詳細な事項を定める条例をその都度制定するものとします。  

 

（住民投票の請求と発議）  

第３２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。  

  

（市民討議会の公開） 

第３０条 市の機関は、市民討議会を公開し、市民討議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、市民討議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。 
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（説明・解釈）  

◆住民投票に関する条例制定の請求は、地方自治法の規定により、市民（有権者の５０分の１以上

の連署による）が市長に対してできることを規定しました。  

◆また、住民投票に関する条例の発議（市議会に条例の議案を提出すること）は、地方自治法の規

定により、市長（市長提出議案）、市議会議員（議員提出議案）双方にあることを規定しました。  

◆これらの事項は、地方自治法の規定に基づき手続が進められていきますが、ここでは、市民にと

ってわかりやすい条例という観点から、市長、市議会議員による住民投票の発議に限らず、市民

の側にも住民投票に関して請求することができる権利を有していることを規定しました。  

■地方自治法第７４条第１項：普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者

（以下本編において「選挙権を有する者」という。）は、政令の定めるところにより、そ

の総数の５０分の１以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に

対し、条例（地方税の賦誯徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除

く。）の制定又は改廃の請求をすることができる。  

■地方自治法第１１２条第１項：普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件

につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。  

■同条第２項：前項の規定により議案を提出するに当たっては、議員の定数の１２分の１以

上の者の賛成がなければならない。  

 

第３章 市民参画の推進のために  

（市民参画の推進）  

第３３条 市の機関は、市政運営において、市民参画手続の対象となる事項に限らず、その他事

業を実施するときは、市民参画の推進に努めなければなりません。  

（説明・解釈）  

市の機関が、市民参画手続の対象となる重要な施策以外の市政運営における様々な事業に対して

も、常に市民参画を推進する姿勢をもって、市政運営に当たることを規定したものです。 

  

（市民の意見の把握）  

第３４条 市の機関は、市民参画手続のほか、適切な方法で、市政運営に関する市民の意見を積

極的に把握するよう努めなければなりません。  

２ 市の機関は、前項の規定により把握された市民の意見で、その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、市民参画手続で提出された市民の意見と同じように取り扱

うよう努めなければなりません。  

（説明・解釈）  

◆この条例では、市民参画手続の方法として、前述の審議会手続、パブリック・コメント手続、市

民説明会手続、ワークショップ手続、住民投票手続の５つを設定しました。  

このほかにも、市民意向調査やアンケート、モニター方式、アイディア募集、イエローボックス

の運用など市政運営上必要な方法は数多く考えられます。これら市民参画手続以外の適切な方法

によって、市の機関は、常に市民の意見、意向等を積極的に把揜するように努めることを規定し

ています。  

◆上記により把揜した市民の意見の内容が、この条例の目的である市政運営における市民参画の推

進が図られるものについては、市民参画手続を経て提出された意見の取扱いに準じて取り扱うよ

うに市の機関に誯しています。  
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（推進体制）  

第３５条 市は、市民参画を総合的かつ計画的に企画し、調整し、推進するために必要な体制を

整備するものとします。  

（説明・解釈）  

市は、市民参画を推進するため、庁内に市民参画手続実施責任者を置くなどの全庁的に統一され

た体制をはじめ、市民参画を総合的かつ計画的に企画し、効果的に市民の意見を市政に反映するこ

とができるように推進体制を整備していくことを規定しています。 

  

（調査研究）  

第３６条 市は、市民参画の推進に関する施策の策定に必要な事項や方法の調査研究を行うもの

とします。  

（説明・解釈）  

市は、市民参画に関する施策の実施状況や市民意識、また情報化の進展その他の社会情勢の変化

などを的確に把揜し、今後の施策に反映させるため、調査研究を行っていくことを規定しています。 

 

（実施予定と実施状況の公表）  

第３７条 市長は、毎年度、その年度の市民参画手続の実施予定と前年度の市民参画手続の実施

状況を取りまとめて公表するものとします。  

２ 市長は、市民参画手続の実施予定を公表するときは、次条に規定する吉川市市民参画審議会

の意見を聴くものとします。  

（説明・解釈）  

◆市長は、市民参画の推進を図るため、その年度の市民参画手続の実施予定と前年度における実施

状況を公表しなければならないという責務を定めたものです。  

市民参画の推進を図るとともに、市民に周知することにより、市民参画手続の透明性を高めるこ

とを目的としています。また、市長がそれぞれの市の機関の実施状況を取りまとめ、把揜するこ

とにより、市民参画手続に関する事務を全庁的に統一して、適切に運用していこうとするもので

す。  

◆市の機関がそれぞれの施策にふさわしい市民参画手続を選択しようとしているか、適切な制度運

用が図れているかなどの観点から、市民参画手続の実施予定を公表する前に吉川市市民参画審議

会に諮り、意見を聴くものとします。  
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第４章 吉川市市民参画審議会  

（設置）  

第３８条 市民参画の推進に関する基本的な施策や重要な事項を調査審議するため、吉川市市民

参画審議会（以下「市民参画審議会」といいます。）を設置します。  

（説明・解釈）  

本条例に定めた吉川市の市民参画の制度の実効性を高め、推進していくために、地方自治法第１

３８条の４第３項の規定による附属機関として、市民参画に関する基本的な施策や重要事項を調査

審議する審議会を新たに設置するものです。 

 

（所掌事務）  

第３９条 市民参画審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じたり、市長に意見を

述べたりするために調査審議します。  

(1) 市民参画手続の運用状況に関すること。  

(2) この条例の見直しに関すること。  

(3) 前２号に掲げるもののほか、市民参画の推進に関する基本的な事項  

（説明・解釈）  

市民参画審議会は、この条例に託された市民参画の推進について、市長の諮問に応じて調査審議

するとともに、審議会自らが市民参画の推進に関する基本的な施策や重要事項について、市長に意

見を述べることができます。  

また、所掌する事務は、前述の市民参画手続の実施予定の事前公表を含めて、市民参画手続の運

用状況に関することや市民参画の方法の研究や改善などを踏まえたこの条例の見直しに関するこ

と、その他本制度をさらに推進させるための基本的な事項としています。  

 

（組織）  

第４０条 参画審議会は、委員１０人以内で組織します。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱したり、任命したりします。  

(1) 公募に応じた者  

(2) 市内において市民活動を行う団体が推薦する者  

(3) 学識経験者  

３ 市長は、前項第１号に掲げる者を委嘱する場合は、その委員数が３人を下回らないよう努め

るものとします。   

４ 委員の任期は、２年とします。ただし、補欠委員の任期は、前任者の任期で残っている期間

とします。  

５ 委員は、連続して３期を超えない範囲で再任されることができます。  

（説明・解釈）  

委員構成や任期など、市民参画審議会の基本的な項目について規定したものです。市民参画の推

進に関する審議会であることから、特に、公募による市民の委員数を明確に規定しました。  

また、前述の審議会委員の兼任と任期の項目において、「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。」と規定していますが、ここではこの審議会の審議内容から、任期は連続して３期

までと明確に規定しました。  
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第５章雑則  

（条例の見直し）  

第４１条 市長は、社会情勢や市民参画の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとします。  

（説明・解釈）  

市長は、社会情勢の変化や市民参画の状況を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを行うもの

とします。この条例の運用状況や効果を検証するとともに、市民参画のあり方について検討し、市

民参画がより一層推進されるよう条例の見直しを行います。  

 

（委任）  

第４２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めま

す。  

（説明・解釈）  

この条例の施行に際し、その他の必要な事項については、市長が規則により定めることとしてい

ます。  

附則 

（施行期日）  

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行します。  

（経過措置）  

２ この条例が施行される時、既に案の策定に着手している計画、条例などで、第２章に規定す

る市民参画手続を実施することが難しいときは、その章の規定は、適用しません。  

３ この条例が施行される時、既に設置されている審議会の委員については、その委員の任期の

満了などにより新たに委員を選任するまでの間は、第１４条と第１５条の規定は、適用しませ

ん。  

（吉川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）  

４ 吉川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年吉川町条

例第２号）の一部を次のように改正します。  

〔次のよう〕略  

（説明・解釈）  

この条例の施行期日と経過措置、吉川市市民参画審議会委員の報酬額について規定しています。  

◆この条例の施行に当たって、市民への周知期間を設けるため、施行期日を平成１７年４月１日と

しています。  

◆施行日の平成１７年４月１日において、既に案の策定に着手している計画、条例などで、第２章

の市民参画手続を実施することが難しいときは、第２章の第６条から第３２条までの規定は適用

しないこととしています。  

◆同様に、施行日の平成１７年４月１日において、既に設置されている審議会の委員については、

任期の満了などにより新たに委員を選任するまでの間は、第１４条の公募による選任と第１５条

の委員の兼務と任期の規定は適用しないこととしています。  

◆この条例により、新たに吉川市市民参画審議会を設けるため、別の吉川市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例において、審議会委員の報酬額を定めるものです。  
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◇◇◇条例・規則・要綱とは◇◇◇ 

 

■条例とは … 

条例は、議会の議決を経て地方公共団体が制定した法で、地方自治の法規の中では最も重要な法

形式です。この条例を制定する権利は、自治立法権と呼ばれ、憲法第９４条に規定され、保障され

たものです。  

条例に規定できる事項は、法令に違反しない範囲であって、地方自治法第２条第２項に規定され

ている事務に関するものです。それは、①地域における事務、②その他の事務で法律又はこれに基

づく政令により処理することとされるものであり、かなり広範囲にわたっています。  

また、住民に対して、義務を誯し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除

き、条例によらなければならないとされています。  

 

■規則とは…  

規則は、地方公共団体の長（知事、市町村長）が、地方自治法第１５条第１項の規定に基づき、

法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務について制定する法規をいいます。議会の

議決は必要としません。規則には、地方公共団体の長が、その専属的権限に関して制定する規則と、

条例からの委任事項や条例の実施事項を定める規則とがあります。  

また、地方公共団体の長のほか、教育委員会などの執行機関もその権限に属する事務に関して、

国の法令や条例に違反しない限りにおいて、規則を制定することができます。  

 

■要綱とは…  

要綱は、一般に、地方公共団体の長などがある事項について行政指導を行うための一般的な基準

として定めたものをいいます。したがって、要綱そのものは、法的な拘束力や強制力をもつもので

はなく、制定者の要請にこたえた相手方の同意と協力により、有効に働くことができます。  
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吉川市市民参画条例施行規則 

  平成１７年２月１４日 

吉川市規則第１２号 

目次 

 第１章 総則（第１条） 

 第２章 審議会 

  第１節 通則（第２条） 

 第２節 会議の公開（第３条－第９条） 

  第３節 会議録の作成（第１０条－第１３条） 

  第４節 公募委員（第１４条－第１６条） 

 第５節 委員の公表（第１７条） 

第３章 市民説明会、地域ヒアリング、ワークショップと市民討議会（第１８条―第２２条） 

第４章 推進体制（第２３条―第２４条） 

第５章 吉川市市民参画審議会（第２５条―第２８条） 

第６章 雑則（第２９条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、吉川市市民参画条例（平成１６年吉川市条例第１５号。以下「条例」といいます。）

第４２条の規定に基づいて、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとします。 

   第２章 審議会 

    第１節 通則 

 （審議会） 

第２条 この規則において、「審議会」とは、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条に規定する附属機関等をいいます。 

２ 条例第７条第１項と第２項の規定により市民参画手続の対象とならない事項を取り扱う審議会に

ついても、条例第１２条から第１６条までの規定を準用します。 

    第２節 会議の公開 

 （会議の公開の基準） 

第３条 審議会の会議は、原則として公開します。ただし、会議の審議の内容が次の各号のいずれかに

該当する場合は、その会議の一部又は全部を公開しないことができます。 

（１） 法令などにより調停又は仲介の手続などが非公開とされている場合 

 （２） 情報公開条例第７条に規定する非公開情報（以下「非公開情報」といいます。）に該当する

と認められる事項について許可、認可などの審査、行政丌服審査、紛争処理に関する事務などを行

う場合 

 （３） 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害され、会議の目的が達成

できないと審議会が認める場合 

 （公開又は非公開の決定） 

第４条 審議会の長は、前条に規定する会議の公開の基準に基づいて、その審議会の会議の公開又は非
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公開の決定をすることができます。この場合において、審議会の長は、必要があると認めるときは、

出席委員の意見を聴くことができます。 

２ 審議会の長は、会議の一部又は全部を公開しないことを決定したときは、その理由を明らかにしな

ければなりません。 

（会議開催の事前公表） 

第５条 第２３条第１項に規定する市民参画手続実施責任者（以下「市民参画手続実施責任者」といい

ます。）は、審議会の会議の開催の日前７日までに次に掲げることをするものとします。ただし、緊

急に審議会の会議を開催する必要が生じたときは、開催の決定後速やかに、これらのことをするもの

とします。 

 （１） 市役所の掲示場に会議案内（様式第１号）を掲示すること。 

 （２） 総務部庶務誯と市民誯で会議案内を閲覧できるようにすること。 

 （３） 次の事項を市の公式ホームページに掲載すること。 

ア 会議の名称 

  イ 開催日時 

  ウ 開催場所 

  エ 議題と公開又は非公開の別 

  オ 非公開の理由（会議を非公開にする場合に限ります。） 

  カ 傍聴を認める者の定員（会議を公開する場合に限ります。） 

  キ 傍聴の申込方法 

  ク 問い合わせ先 

  ケ 審議会手続以外の市民参画手続の実施予定 

 （会議の傍聴） 

第６条 審議会の会議の公開は、第４条第１項前段の規定により会議の全部を公開しない決定をしたと

きを除き、会議の傍聴を希望する者に傍聴を認めることにより行うものとします。 

２ 審議会は、傍聴を認める者の定員を、会議の都度、定めるものとします。 

３ 傍聴を希望する者が前項の定員を超えるときは、先着順で定員に達するまでの者の傍聴を認めるも

のとします。ただし、審議会が必要と認めるときは、抽選その他の方法によることができます。 

４ 審議会は、会議の公開に当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴の手続、遵守事項

などを定め、会議の開催中における会場の秩序の維持に努めなければなりません。 

５ 審議会の会議を傍聴する者は、係員の指示に従うとともに、審議会が定める事項を守り、静かに傍

聴しなければなりません。 

 （準則の制定） 

第７条 市長は、審議会の会議の傍聴の手続、遵守事項などに関する準則を定めるものとします。 

 （会議資料の提供） 

第８条 審議会は、会議を公開するに当たっては、その会議に使用する会議資料を審議会の構成員と同

様に傍聴者に配布するものとします。ただし、会議資料に非公開情報が記載されているものを除くも

のとします。 

２ 前項本文の場合において、図面、地図、写真、法令集その他研究用の参考資料である会議資料につ

いては、その会議が終了するまでの間、会議を行う場所に据え置き、傍聴者が閲覧できるようにする

ものとします。 
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 （運営状況の報告） 

第９条 市民参画手続実施責任者は、毎年４月１５日までに前会計年度に開催した担当する審議会の会

議の公開に関する運営状況を記載した報告書（様式第２号）を作成し、総務部庶務誯長（以下「庶務

誯長」といいます。）に提出しなければなりません。 

２ 庶務誯長は、前項の規定により報告書が提出されたときは、その報告書の写しを総務部庶務誯に据

え置き、提出を受けた日の属する年度の翌年度の末日まで閲覧ができるようにするとともに、会議の

公開に関する運営状況の概要を市の広報に掲載するものとします。 

    第３節 会議録の作成 

 （会議録の作成） 

第１０条 市民参画手続実施責任者は、審議会の会議が終了したときは、審議会があらかじめ決定した

会議録の作成方法に基づいて、速やかに、会議録を作成しなければなりません。 

 （会議録） 

第１１条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとします。 

 （１） 会議の名称 

 （２） 開催日時 

 （３） 開催場所 

 （４） 出席委員と出席者の氏名 

 （５） 欠席委員と欠席者の氏名 

 （６） 担当誯職員職氏名 

 （７） 会議次第と会議の公開又は非公開の別 

 （８） 非公開の理由（会議を非公開にした場合に限ります。） 

 （９） 傍聴者の数（会議を公開した場合に限ります。） 

 （１０） 会議資料の名称 

 （１１） 会議録の作成方法 

 （１２） 審議内容 

 （１３） 前各号に掲げるもののほか、審議会が必要と認めた事項 

２ 審議内容には、発言者名を記載するものとします。ただし、率直な意見の交換や意思決定の中立性

を確保するため、審議会の出席委員の過半数をもって決定した場合は、この限りではありません。 

３ 市民参画手続実施責任者は、前条に規定する審議会の会議の会議録を作成するときは、審議会の長

が指定した者により会議録の確認を得るものとします。 

４ 市民参画手続実施責任者は、会議資料があるときは、その会議資料を会議録に添付するものとしま

す。ただし、会議資料が図面、地図、写真、法令集その他研究用の参考資料であるときは、この限り

ではありません。 

（標準の会議録） 

第１２条 会議録の作成は、標準の会議録（様式第３号）により行うものとします。ただし、会議の種

類に応じて市民参画手続実施責任者が必要と認めたときは、会議の種類に応じて適宜変更できるもの

とします。 

 （会議録の写しの閲覧） 

第１３条 市民参画手続実施責任者は、会議録を作成したときは、直ちに、その会議録と会議資料（以

下「会議録」といいます。）の写しを作成し、担当誯に据え置き、その会議を開催した日の属する年
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度の翌年度の末日まで閲覧ができるようにするものとします。 

２ 市民参画手続実施責任者は、会議録の一部に非公開情報が記録されている場合は、その非公開情報

の部分を除くことにより、会議録の写しを作成するものとします。 

    第４節 公募委員 

 （公募委員） 

第１４条 条例第１４条第１項に規定する公募委員の対象となる者は、原則として応募時に２０歳以上

であって、市内に在住、在勤又は在学する者とします。 

 （委員の公募に関する公表事項） 

第１５条 市長は、審議会の委員を公募により選任しようとするときは、次に掲げる事項を公表するも

のとします。 

 （１） 審議会の名称と内容 

 （２） 委員の任期 

 （３） 募集する委員の人数と選考方法 

 （４） 応募できる者の範囲と応募方法 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （委員の選考方法） 

第１６条 公募に応じた者の中から審議会の委員を選考する場合は、関係職員による選考委員会（以下

「選考委員会」といいます。）を設置するものとします。 

２ 選考委員会における構成員の選考方法は、次の各号のいずれかから審議会の設置の趣旨や目的にあ

った方法を選択するものとします。 

 （１） 論文、作文などによる選考 

 （２） 面接選考 

 （３） 書類審査 

 （４） 抽選 

３ 選考結果は、応募者に通知するものとします。 

    第５節 委員の公表 

 （委員の公表） 

第１７条 条例第１６条前段の規定による公表は、審議会の構成員票（様式第４号）により各年度の初

回の会議開催の事前公表に併せて第５条第２号に掲げる方法により行うものとします。 

   第３章 市民説明会、地域ヒアリング、ワークショップと市民討議会 

（開催の事前公表） 

第１８条 条例第２２条第１項、第２７条第１項と第３０条第１項の規定による事前の公表事項は、次

に掲げるとおりとします。 

（１） 名称 

 （２） 開催日時 

 （３） 開催場所 

 （４） 内容 

 （５） 問い合わせ先 

（６） 他の市民参画手続の実施予定 

２ 市民参画手続実施責任者は、市民説明会、ワークショップや市民討議会の開催の日前７日までに次
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に掲げることをするものとします。ただし、緊急に市民説明会、ワークショップや市民討議会を開催

する必要が生じたときは、開催の決定後速やかに、これらのことをするものとします。 

（１） 市役所の掲示場に開催案内（様式第５号）を掲示すること。 

（２） 総務部庶務誯と市民誯で開催案内を閲覧できるようにすること。 

（３） 次の事項を市の公式ホームページに掲載すること。 

ア 市民参画手続の名称 

イ 開催日時 

ウ 開催場所 

エ 内容 

オ 問い合わせ先 

カ 他の市民参画手続の実施予定 

（地域ヒアリング実施の通知） 

第１９条 条例第２５条第１項の規定による通知事項は、次に掲げるとおりとします。 

（１） 日時 

（２） 場所 

（３） 内容 

（４） 問い合わせ先 

（開催記録や実施記録の作成） 

第２０条 市民参画手続実施責任者は、市民説明会、地域ヒアリング、ワークショップと市民討議会の

開催が終了したときは、速やかに条例第２２条第２項、第２７条第２項と第３０条第２項の開催記録

（以下「開催記録」といいます。）や第２５条第２項の実施記録（以下「実施記録」といいます。）を

作成しなければなりません。 

２ 開催記録には、次に掲げる事項を記載するものとします。 

 （１） 名称 

 （２） 開催日時 

 （３） 開催場所 

 （４） 出席者数 

（５） 担当誯職員職氏名 

（６） 次第 

 （７） 資料の名称 

 （８） 開催記録の作成方法 

（９） 内容 

３ 実施記録には、次に掲げる事項を記載するものとします。 

（１） 日時 

（２） 場所 

（３） 聴取先の名称 

（４） 出席者数 

（５） 担当誯職員職氏名 

（６） 資料の名称 

（７） 実施記録の作成方法 
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（８） 内容 

４ 市民参画手続実施責任者は、開催した市民説明会、ワークショップや市民討議会、実施した地域ヒ

アリングに資料があったときは、その資料を開催記録や実施記録に添付するものとします。ただし、

資料が図面、地図、写真、法令集その他研究用の参考資料であるときは、この限りではありません。 

 （標準の開催記録） 

第２１条 開催記録の作成は、標準の開催記録（様式第６号）により行うものとします。ただし、市民

参画手続実施責任者が必要と認めたときは、市民説明会やワークショップの内容に応じて適宜変更で

きるものとします。 

 （開催記録などの写しの閲覧） 

第２２条 第１３条第１項と第２項の規定は、開催記録などの写しの閲覧について準用します。 

   第４章 推進体制 

 （市民参画手続実施責任者） 

第２３条 市民参画手続の適正な実施を確保するため、市民参画手続実施責任者を置きます。 

２ 市民参画手続実施責任者は、各誯の長とこれに相当する職をもって充てます。 

 （市民参画手続実施責任者の責務） 

第２４条 市民参画手続実施責任者は、施策の立案の動向を常に把揜するとともに、市民参画手続に必

要な措置を講じるものとします。 

２ 市民参画手続実施責任者は、市民参画手続の実施予定をその年度の４月３０日までに市民参画手続

実施予定報告書（様式第８号）により市民生活部市民参加推進誯長に報告するものとします。 

３ 市民参画手続実施予定者は、４月３０日以降に実施予定に変更が生じた場合は、速やかに市民参画

手続実施予定報告書により、市民生活部市民参加推進誯長に報告するものとします。 

４ 市民参画手続実施責任者は、毎年４月３０日までに前会計年度に実施した市民参画手続を市民参画

手続実施報告書（様式第９号）により市民生活部市民参加推進誯長に報告するものとします。 

５ 条例第７条第３項の規定による公表は、前項の規定と同様の手続を経たのち、行うものとします。 

   第５章 吉川市市民参画審議会 

 （会長と副会長） 

第２５条 条例第３８条に規定する吉川市市民参画審議会（以下「市民参画審議会」といいます。）に

会長と副会長を置き、委員の互選によりこれを定めます。 

２ 会長は、会務を総理し、市民参画審議会を代表します。 

３ 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、その職務を代理します。 

 （会議） 

第２６条 会長は、市民参画審議会の会議を招集し、その議長となります。 

２ 市民参画審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことはできません。 

３ 市民参画審議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長が決定します。 

４ 市民参画審議会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明や意見を聴くことが

できます。 

 （庶務） 

第２７条 市民参画審議会の庶務は、市民生活部市民参加推進誯において処理します。 

 （運営） 

第２８条 前３条に定めるもののほか市民参画審議会の運営に関し必要な事項は、会長が市民参画審議
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会に諮って定めます。 

   第６章 雑則 

（委任） 

第２９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めます。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行します。 

 （審議会の長が選任されていない場合の特例） 

２ 審議会の長が選任されていない場合の会議案内には、第５条第３号エに規定する会議の公開又は非

公開の別の記載を要しないものとします。 

３ 審議会の長が選任されていない場合の当該審議会の会議は、公開で行うものとします。この場合に

おいて、審議会の長が選任されたときの会議の公開又は非公開の決定は、第４条第１項に定めるとこ

ろによります。 

附 則 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 
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様式第１号(第５条関係) 

 １ 会議の名称 

 ２ 開催日時 

 ３ 開催場所 

 ４ 議題と公開又は非公開の別 

 ５ 非公開の理由 

 ６ 傍聴を認める者の定員 

 ７ 傍聴の申込方法 

 ８ 問い合わせ先 

 ９ 審議会手続以外の市民参画手続の実施予定 

 

 



６０ 

 

様式第２号(第９条関係) 

審議会の会議の公開に関する運営状況報告書 

年  月  日   

 (あて先)庶務課長 

市民参画手続実施責任者              

1 会議の公開の運用状況の概要 

会議の開催回数 

(a) 

公開された会議の回数 

(b) 

非公開とされた会議の回数 

 

傍聴者数 

(合計) 

公開率 

(b／a) 

回 回 回 人 ％ 

 

2 内訳 

審議会の名称 
開催日 

(曜日) 
開始時間 会場 

資料の 

配布日 

公開・ 

非公開 

の別 

傍聴 

者数 

会議の  

開催回数 

(a) 

公開 さ

れた会議

の回数 

(b) 

非公開

とされ

た会議

の回数 

傍聴

者数 

公開率 

(b／a) 

                        

                

                

                        

                

                

備考 

 1 同一会議で一部非公開とした場合は、非公開とされた会議とする。 

 2 公開率は、小数点以下第3位で四捨五入する。 

 3 「1 会議の公開の運用状況の概要」については「2 内訳」の合計数を記載する。 
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様式第３号(第１２条関係) 

会 議 録 

会 議 の 名 称   

開 催 日 時 年  月  日( ) 

午前・午後  時  分から 

 

 

午前・午後  時  分まで 

開 催 場 所   

出席委員 (者 )氏名   

欠席委員 (者 )氏名   

担当課職員職氏名   

会議次第と会議の公

開又は非公開の別 
  

非 公 開 の 理 由 

(会議を非公開にした

場合) 

  

傍 聴 者 の 数   

会 議 資 料 の 名 称   

会議録の作成方法 

 □録音機器を使用した全文記録 

 □録音機器を使用した要点記録 

 □要点記録 

会議録確認指定者   

その他の必要事項   
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審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 

    

 以上、会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

       年  月  日    

   署名委員            署名委員 
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様式第４号(第１７条関係) 

構 成 員 票 

審議会の名称   

委員の氏名 
会 長 又 は副会

長の別 
選任の区分 任期 

        

公募委員がいない

場合はその理由 
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様式第５号(第１８条関係) 

開  催  案  内 

 １ 市民参画手続の名称 

 ２ 開催日時 

 ３ 開催場所 

 ４ 内容 

 ５ 問い合わせ先 

 ６ 他の市民参画手続の実施予定 
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様式第６号(第２１条、第２２条関係) 

開 催 記 録 

名 称   

開 催 日 時 年  月  日( ) 

午前・午後  時  分から 

 

午前・午後  時  分まで 

開 催 場 所   

出 席 者 数   

説 明 員 氏 名   

担当課職員職氏名   

次 第   

資 料 の 名 称   

開催記録の作成方法 

 □録音機器を使用した全文記録 

 □録音機器を使用した要点記録 

 □要点記録 

内 容 
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様式第７号(第２１条、第２２条関係) 

実 施 記 録 

日 時 年  月  日( ) 

午前・午後  時  分から 

午前・午後  時  分まで 

場 所 
  

 

聴 取 先 の 名 称 
  

 

出 席 者 数 
  

 

担当課職員職氏名 
  

 

資 料 の 名 称 
  

  

実施記録の作成方法 

 □録音機器を使用した全文記録 

 □録音機器を使用した要点記録 

 □要点記録 

内 容 
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様式第８号(第２４条関係) 

市民参画手続実施予定報告書 

年  月  日  

 (あて先)市民参加推進課長 

市民参画手続実施責任者         

 

 吉川市市民参画条例施行規則第２４条第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

１ 施策の名称   

２ 担当部署・職員名  

３ 対象の条項  条例第７条第１項第 号 

４ 根拠法令  

５ 施策年度     年度 

６ 施策概要  

７ 対象となる市民  全市民 ・ 一部市民（            ） 

８ 義務や制限  課す ・ 課さない 

９ 市民生活への影響  影響が大きい ・ どちらともいえない ・ 影響が小さい 

10 実施予定の手続 
 ①審議会・②パブリック・コメント・③市民説明会 

④地域ヒアリング・⑤ワークショップ・⑥市民討議会 

11 複数の手続を 

選択しない理由 

※10で一つの手続のみ選択している場合に記入 

12 変更した理由  

※変更した場合に記入 

  



６８ 

 

13 選択した手続の概要 

①
審
議
会 

開催予定年月 
実施回数    回 

開催年月 

審議会の名称  

審議内容  

公募市民の有無  有 ・ 無（無の理由：              ） 

委員構成 

委員総数     人（うち男   人、女   人） 

（内訳）有識者  人、関係団体  人、公募市民  人 

議員   人 国県職員  人、市職員   人 

その他   人（          ） 

公開・非公開 公開 ・ 非公開（非公開の理由：          ） 

②
パ
ブ
リ
ッ
ク 

・
コ
メ
ン
ト 

実施予定期間    年  月から    年  月まで 

検討結果の 

公表予定年月 
 

③
市
民
説
明
会 

開催予定年月 
実施回数    回 

開催年月 

開催内容   

④
地
域
ヒ
ア
リ
ン
グ 

実施予定期間    年  月から    年   月まで 

聴取団体等の 

数及び名称 

実施予定団体数      団体 

主な実施予定団体（                ） 

ヒアリング内容   

⑤
ワ
ー
ク 

シ
ョ
ッ
プ 

開催予定年月 
実施回数    回 

開催年月 

開催内容   

⑥
市
民
討
議
会 

開催予定時期 
実施回数    回 

開催年月 

開催内容   

定員数 

案内状送付数 

定員数             人 

案内状送付数          人 
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様式第９号(第２４条関係) 

市民参画手続実施結果報告書 

年  月  日  

 (あて先)市民参加推進課長 

 

市民参画手続実施責任者         

 

 吉川市市民参画条例施行規則第２４条第４項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

１ 施策の名称  

２ 実施した手続 
 ①審議会 ②パブリック・コメント ③市民説明会 

④地域ヒアリング ⑤ワークショップ ⑥市民討議会 

①
審
議
会 

開催日等 
実施回数    回 

開催年月日 

審議会の名称  

審議内容  

公募市民の有無  有 ・ 無（無の理由：              ） 

委員構成 

委員総数     人（うち男   人、女   人） 

（内訳）有識者  人、関係団体  人、公募市民  人 

議員   人 国県職員  人、市職員   人 

その他   人（          ） 

公開・非公開 公開 ・ 非公開（非公開の理由：          ） 

②
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト 

実施期間     年  月  日から    年  月  日まで 

意見提出者数        人 

意見件数        件（うち有効意見   件、無効意見   件） 

公表年月日     年  月  日 

有効意見の 

処理状況 

 案に反映した意見        件 

 案に反映しなかった意見     件 
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③
市
民
説
明
会 

開催日 
実施回数    回 

開催年月日 

開催場所   

開催内容   

出席者数        人 

意見件数        件（うち有効意見   件、無効意見   件） 

有効意見の 

処理状況 

 案に反映した意見        件 

 案に反映しなかった意見     件 

④
地
域
ヒ
ア
リ
ン
グ 

実施期間    年  月  日から   年  月  日まで 

実施件数        件 

主な団体の名称  

ヒアリング内容  

意見件数        件（うち有効意見   件、無効意見   件） 

有効意見の 

処理状況 

 案に反映した意見        件 

 案に反映しなかった意見     件 

⑤
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 

開催日 
実施回数     回 

開催年月日 

開催場所   

開催内容   

出席者数   

意見件数        件（うち有効意見   件、無効意見   件） 

有効意見の 

処理状況 

 案に反映した意見        件 

 案に反映しなかった意見     件 

  



７１ 

 

⑥
市
民
討
議
会 

開催日 
実施回数     回 

開催年月日 

開催場所  

開催内容  

定員数 定員数             人 

案内状送付数 案内状送付数          人 

応募者数 応募者数            人 

出席者数 出席者数            人 

意見件数        件（うち有効意見   件、無効意見   件） 

提出意見の 

処理状況 

 案に反映した意見        件 

 案に反映しなかった意見     件 

３ 実施予定と 

異なった理由 

※実施結果が予定と異なった場合に記入 
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○○○○会議傍聴要領準則 

                                           （平成１７年２月１４日市長決裁） 

  （趣旨） 

第１条 この要領は、吉川市市民参画条例施行規則(平成１７年２月１４日市長決裁)第６

条第４項の規定に基づき、○○○○（以下「○○」という。）の会議の傍聴に関し必要

な事項を定めるものとする。 

  （傍聴申込み） 

第２条 会議の傍聴を希望する者は、傍聴受付簿（以下「受付簿」という。）に住所及び

氏名を記入しなければならない。 

２ 団体については、受付簿に団体の名称、人員並びに代表者又は責任者の住所及び氏名

を記入しなければならない。 

３ 受付簿に前２項に規定する事項を記入した者は、△△の確認を得た後に傍聴すること

ができる。 

４ 傍聴を希望する者が定員を超えるときは、先着順とする。ただし、○○が必要と認め

るときは、抽選その他の方法により許可するものとする。 

  （傍聴人の定員) 

第３条 傍聴を認める者（以下「傍聴者」という。）の定員は、会議を行う場所（以下「会

場」という。）の広さを考慮し、その都度定めるものとする。 

  （傍聴人の入場制限） 

第４条 傍聴者が定員に達したときは、入場することができない。ただし、会長が認めた

場合は、この限りでない。 

  （会場に入ることのできない者） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、会場に入ることができない。 

  (1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している

者 

  (2) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕及びかさの類を携帯している者 

  (3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン及びヘルメットの類を着用している者 

  (4) 笛、太鼓、ラッパ等の楽器類並びに拡声器及び無線機の類を携帯している者 

  (5) 酒気を帯びていると認められる者 

  (6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、人に迷惑を及ぼし、又は会場の秩序を

乱すと認められる者 

２ 児童及び乳幼児は、会場に入ることができない。ただし、会長が認めた場合は、この

限りでない。 

  (傍聴人の守るべき事項) 
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第６条 傍聴人は、会議を傍聴するに当たっては、静粛を旨とし、次の事項を守らなけれ

ばならない。 

  (1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。 

  (2) 騒ぎ立てる等議事の妨害をしないこと。 

  (3) 飲食又は喫煙をしないこと。 

  (4) みだりに席を離れないこと。 

  (5) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。 

 (6) その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。 

  (撮影、録音等の許可) 

第７条 傍聴人は、傍聴席において写真撮影、録画及び録音をしてはならない。ただし、

報道機関等による写真撮影、録画及び録音で△△の許可を得た場合は、この限りでない。 

  （傍聴人の退場) 

第８条 傍聴人は、秘密会を開くことを○○が決定したときは、速やかに、会場から退場

しなければならない。 

  (係員の指示) 

第９条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。 

  (違反に対する措置) 

第10条 傍聴人がこの要領に違反する行為をしたときは、△△はこれを制止し、その命令

に従わないときは傍聴人を退場させることができる。 

      附 則 

 この要領は、平成  年  月  日から施行する。 
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傍聴要領準則 

                                         （平成１７年２月１４日市長決裁） 

１ 傍聴する場合の手続 

 (1) 会議の傍聴を希望する方は、原則として会議の開催予定時刻までに、受付で氏名及

び住所を記入し、△△の指示に従って会議の会場に入室してください。 

  (2) 傍聴の受付は、先着順で行います。したがって、定員になり次第、受付を終了しま

す。 

 

２ 会議の秩序の維持 

 (1) 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。 

 (2) 傍聴者が３の規定に違反したときは、△△が注意し、なおこれに従わないときは、

退場していただく場合があります。 

 

３ 会議を傍聴するに当たって守るべき事項 

傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、静粛を旨とし、次の事項をお守りください。 

 (1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。 

 (2) 騒ぎ立てる等議事の妨害をしないこと。 

 (3) 飲食又は喫煙をしないこと。 

 (4) みだりに席を離れないこと 

 (5) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。 

 (6) 会場における写真撮影、録画及び録音は、○○の△△の許可を得たときに、行うこ

とができる。 

 (7) その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。 

 

４ 議事中における傍聴者の退場 

  議事の途中において、秘密会を開くことを○○が決定したときは、会場から退場して

いただく場合があります。 
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パブリック・コメントの具体的な手順 

 

 

  ①広報よしかわによる公表 

    政策室広聴広報担当に次のとおり、広報原稿を提出する。 

     ア 計画や条例の策定や、変更、改正などの経緯 

     イ 公表の方法、時期 

     ウ パブリック・コメントを行おうとする計画等の概要 

     エ 案の閲覧・意見募集期間 

     オ 案の閲覧場所 

     カ 意見の提出方法 

  ②市ホームページによる公表 

    テンプレート（Ｐ７８参照）を使用し、必要事項を掲載する。 

     ※テンプレートは、「ガルーン」⇒「情報提供システム」⇒「編集画面」 

⇒「テンプレート挿入」にあります。 

 

 

 

 パブリック・コメント開始日の前日までに、市内８か所の公共施設に閲覧資料、意見提

出用紙、投函箱を設置する。 

【設置場所】 

①担当課窓口、②市役所１階市政情報コーナー、③中央公民館、④おあしす、 

⑤駅前市民サービスセンター、⑥旫地区センター、⑦東部市民サービスセンター 

⑧総合体育館 

   【設置するもの】 

   ①パブコメ対象資料（条例原案、計画原案など）…１部 

     ②概要版資料【Ａ３両面刷り程度】（Ｐ７５資料例参照）…10 部程度 

     ③意見提出用紙（Ｐ７６意見提出用紙例参照）…10 枚程度 

   【留意事項】 

     ①投函箱は、施設によっては窓口で保管している場合があります。また、施設内の設置

場所については各施設において確認してください。 

②パブコメを実施する旨、いつからいつまで実施するかの施設職員に伝えてください。 

③鏡文を作成し、投函箱に貼付してあるクリアファイルに入れ表示してください。 

 その際、同時期に複数の課がパブコメを実施する場合は、鑑文の表示について各課同

士で調整して表示してください。 

 

 

 

 

  

（１）パブリック・コメント実施の公表 

（２）閲覧資料、意見提出用紙、投函箱の設置 

●鑑文の例 

１ ●●●計画（案）に関

するパブリック・コメント 
【募集期間】 

●●月●●日（●）から 

●●月●●日（●）まで 

 

表示札、投函箱は 

各施設に保管している 

２ ●●●条例（案）に関

するパブリック・コメント 
【募集期間】 

●●月●●日（●）から 

●●月●●日（●）まで 

 

閲覧資料、概要版、 

意見提出用紙を備え置く 
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    ①電子メールやファクスによる意見は随時まとめておきます。 

 ②各施設窓口にパブリック・コメントが終了し、用紙等を回収する旨伝えてください。 

  ※この際、「表示札」、「投函箱」を窓口に返却する施設もあります。 

 ③募集期間が終了しましたら、各施設に設置した投函箱から意見提出用紙の回収を行いま

す。 

（注）この際、他のパブリック・コメントが実施されている場合は、回収する用紙を間違えないよ

うに注意してください。 

また、余った資料も併せて回収するとともに、鏡文も回収（複数記載されている場合は、

終了したパブリック・コメントの表示を斜線等で消してください。 

 

 

 

 

①原則として、提出された意見のすべてについて、課内で検討し、意見に対する市の考え

方として回答書（Ｐ７７参照）を作成します。 

 ただし、パブリック・コメントに関係のない意見や要望・苦情については、回答する必

要はありません。この場合は、内容によって、所管する課や、ＩＳＯの要望・苦情処理

に基づいて対処します。 

    ②提出された意見については、原則として、原文のまま記載します。 

③「市の考え方」については、意見を反映した場合は「どこに、どのように反映したのか」、

意見を反映しなかった場合は「なぜ反映しなかったのか」という理由を、それぞれ明確

に記載してください。 

 

 

 

 

    ① 市ホームページで回答書を公表する。 

（注 1）市ホームページに回答書（意見がなかった場合も含む）を掲載した場合は、その旨、市民参

加推進課まで連絡してください。市民参加推進課において、その回答書を印刷し、市民課ロ

ビー市政情報コーナーにファイルします。 

（注 2）回答書の公表（意見がなかった場合も含む）は募集時のページに、必要事項を追記する。

（Ｐ７９参照）この際、パブリック・コメント終了後でも分かるようにするため、募集時の内容は消

さないように注意してください。 

② 実施した課の窓口において、閲覧できるようにする。（紙ベース） 

   閲覧期間：実施年度の翌年度末まで 

    ③ 市民課ロビー市政情報コーナーに備え置きし、閲覧できるようにする。（紙ベース） 

  ※①（注 1）のとおり、パブリック・コメント実施課の報告に基づき、市民参加推進課で管理し

ます。 

   閲覧期間：実施年度の翌年度末まで 

    ④ 投函箱、ファクス、直接意見提出用紙を持参した方には回答書を郵送する。 

    ⑤ 電子メールで意見提出があった方には、電子メールにて回答書を送付する。 

 

 

 

 

（３）パブリック・コメントの意見回収 

（４）意見に対する市の考え方等を検討 

（５）回答の公表 
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■パブリック・コメント用資料（例） 

 

  

●●●計画・プラン（案）に関するパブリック・コメント用資料 

 

 

～みなさんのご意見をお寄せください～ 
１ はじめに 

（計画や条例などの策定や改正などに至った背景、これまでの経過、目的など） 

 

２ 意見募集概要 

（１）意見募集の期間  

平成●●年●●月●●日（●曜日） ～ 平成●●年●●月●●日（●曜日） 

※郵送の場合は、●●月●●日（●曜日）付けの消印まで有効 

（２）意見の提出方法 

次のいずれかの方法により、住所、氏名及び連絡先を明記の上、別紙意見提出用紙にてご

提出ください。 

※その他の用紙でも構いません。ただし、住所、氏名及び連絡先はご記入ください。 

■郵送・持参 

〒342-8501 吉川市吉川二丁目１番地１  

吉川市役所 ●●●課あて 

■意見提出箱への投函 

「意見提出箱」設置場所 

   ・市民参加推進課（保健センター２階）・市役所１階市政情報コーナー 

・中央公民館・おあしす・駅前市民サービスセンター・旫地区センター 

・東部市民サービスセンター・総合体育館 

■ファクス番号  ０４８－●●●－●●●● 

■Ｅメール    アドレス：●●●●@city.yoshikawa.saitama.jp 

 

（３）意見の公表 

お寄せいただいたご意見の内容とそれに対する市の考え方と対応につきましては、取りま

とめを行い、平成●●年●●月中旪を目途にホームページ等で公表する予定です。 

（４）留意事項 

①記載いただきました個人情報については、提出されたご意見の内容を確認させていただく

場合に利用します。また、個人情報は吉川市個人情報保護条例に基づき厳重に保護・管理

します。 

②ご意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。 

③電話や口頭によるご意見はお受けできませんので、ご了承ください。 

 

３ 主な内容 

 （記載に当たっての留意事項） 

   ①計画や条例などの主な内容を分かりやすくまとめて記載します。 

   ②条例の改正や制度や計画の変更などの場合は、「何が、どのように変わったか」という

ことを記載します。 

   ③イラストや図表などを用いて、視覚的にも分かりやすく記載します。 
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■パブリック・コメント意見提出用紙（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリック・コメント意見提出用紙 

「●●●計画・プラン（案）」に対するご意見 
ふりがな  

★ 氏 名  

★ 住 所 
〒 

連絡先 

電話番号 

ファクス番号 

メールアドレス 

★ は必須項目のため、必ずご記入ください。 

ご意見をご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※用紙が足りない場合は、任意の様式で追加していただいても構いません。 

 

【提出方法】 

■直接または郵送、ファクス、Ｅメールでご提出ください。 

■募集の締め切りは、平成●●年●●月●●日（●曜日)です。(当日消印有効) 

■あて先 ＜直接持参の場合＞ 

市民参加推進課(保健センター２階)窓口、市役所１階市政情報コーナー、 

中央公民館、おあしす、駅前市民サービスセンター、旭地区センター、 

東部市民サービスセンター、総合体育館 

＜郵送の場合＞ 〒342-8501 吉川市吉川二丁目１番地１ ●●●課あて 

      ＜ファクスの場合＞ ０４８－●●●－●●●● 

      ＜Ｅメールの場合＞ ●●●●@city.yoshikawa.saitama.jp 
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■意見に対する回答書（例） 

 

 

 

 

●●●計画（案）に対するご意見の内容とそれに対する市の考え方 

 

●●●計画（案）に対するパブリック・コメントを実施した結果、●件のご意見をいただきました。

提出された貴重なご意見について十分に検討の上、それに対する市の考え方を次のとおりまとめまし

たのでお知らせします。 

なお、「●●●計画（案）に対するご意見の内容とそれに対する市の考え方」については、●●誯の

窓口でも閲覧できるようになっております。皆さまからの貴重なご意見ありがとうございまし 

た。 

1 募集期間 

平成●●年●●月●●日（●）から平成●●年●●月●●日（●）まで 

 

2 意見応募状況 

 

(1) 提出者 ● 名 

(2) 意見件数 ● 件 

(3) 意見提出方法の内訳 

 

提出方法 件数 

郵便によるもの ●件 

ファクスによるもの ●件 

電子メールによるもの ●件 

意見箱等に投函されたもの ●件 

 

ご提出していただいたご意見については、住所・氏名などの個人情報を除き、原則として全文をそ

のまま転記したものを掲載しています。 

 

３ 提出のあったご意見とご意見に対する市の考え 

№ 提出のあったご意見 ご意見に対する市の考え等 

１  

※原則、原文のまま掲載します。 

 

 

 

 

※提出のあった意見を、反映させた場合は

「どのように反映させたか」、反映させなか

った場合は、「なぜ反映しなかったのか」を

明確に記載します。 

 

２  
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■パブリック・コメント募集
・ ・

時の市ホームページテンプレート 
 

（例）●●●計画・プラン（案）への意見募集：●●課 
 

  （例）●●●計画・プラン（案）に関する意見募集の趣旨 

本文 

  （例）●●●計画・プラン（案）の概要 

本文 

■●●●計画書（案）全文 

●●●●●.pdf 

閲覧、意見提出期間 

平成●●年●●月●●日（●曜日）から●●年(同年の場合は不要）●●月●●日（●曜日）まで（必着） 

本計画（案）の閲覧および閲覧場所 

○ ●●●課窓口 

○ 市役所１階市政情報コーナー 

○ 駅前市民サービスセンター 

○ 旭地区センター 

○ 中央公民館 

○ おあしす 

○ 東部市民サービスセンター 

○ 総合体育館  

※●●●計画（案）は、下記からもダウンロードいただけます。 

●●●計画（案）（PDF ファイル） 

  ※意見を提出できる方（この部分は、各課で判断して掲載をお願いします） 

原則は、意見提出者を限定していません。意見をもらう計画・施策の内容により、提出者を限定する場合には、下

記の例を参考に掲載してください。 

（掲載例） ・市内在住の方 

・市内在勤の方 

・市内在学の方 

・市内に事業所等を有する方 

・市民全体の利益に資する意見・提案ができる方  

  意見などの提出方法 

所定の用紙（各閲覧場所に設置しています）に、「●●●計画（案）のパブリック・コメント」と記載の上、 （1）計画な

どへの意見、（2）氏名、（3）住所、（4）在住・在勤・在学・その他（法人等・利害関係者）の別、を明記の上、次のいず

れかの方法でご提出ください。 

※電話など口頭でのご意見はお受けできませんのでご了承ください。 

●●●計画（案） パブリック・コメント意見提出用紙.pdf 

■郵送の場合 

あて先  

〒342-8501吉川市役所●●課あて 

※住所は記載不要です。 

※締切日当日消印有効  

■直接持参する場合 

受付場所  ●●●部●●●課窓口 

受付時間  平日（月曜日から金曜日、祝日を除く）午前 8時 30分から午後 5時まで  

■ファクスによる場合 

ファクス番号 ●●●-●●●-●●●● 

※あて先は、「●●課」としてください。 

■E メールによる場合 

件名を「●●●計画の原案について（●●課）」とし、吉川市●●課のメール●●●＠city.yoshikawa.saitama.jp 

へお願いします。 

  意見に対する市の考え方などについて 

・ お寄せいただいたご意見につきましては、同計画の策定にあたっての参考とさせていただきます。  

・ ご意見への「市の考え方」は、●●月ごろに公表予定です。 

http://��������city.yoshikawa.saitama
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■パブリック・コメント終了
・ ・

時の市ホームページテンプレート 
 

（例）●●●計画・プラン（案）への意見募集：●●課（終了） 
 

≪意見がなかった場合≫ 

  ●●●計画・プラン（案）に対する意見募集は終了しました 

この計画・プラン（案）に対する意見募集は、平成●●年●●月●●日（●曜日）で終了しました。 

意見を募集した結果、意見の提出はありませんでした。 

 

≪意見があった場合≫ 

  ●●●計画・プラン（案）に対する意見募集は終了しました 

この計画・プラン（案）に対する意見募集は、平成●●年●●月●●日（●曜日）で終了しました。 

意見を募集した結果、●件のご意見をいただきました。提出されたご意見について十分に検討の上、それに対す

る市の考え方を次のとおりまとめました。 

なお、「応募のありましたご意見の内容とそれに対する市の考え方」については、●●課の窓口でも閲覧できるよ

うになっております。皆様からの貴重なご意見ありがとうございました。 

●●●計画・プラン（案）に対するご意見とそれに対する市の考え方.pdf 

 

  （例）●●●計画・プラン（案）に関する意見募集の趣旨 

本文 

  （例）●●●計画・プラン（案）の概要 

本文 

■●●●計画書（案）全文 

●●●●●.pdf 

閲覧、意見提出期間 

平成●●年●●月●●日（●曜日）から●●年(同年の場合は不要）●●月●●日（●曜日）まで（必着） 

  本計画（案）の閲覧および閲覧場所 

○ ●●●課窓口 

○ 市役所１階市政情報コーナー 

○ 駅前市民サービスセンター 

○ 旭地区センター 

○ 中央公民館 

○ おあしす 

○ 東部市民サービスセンター 

○ 総合体育館  

※●●●計画（案）は、下記からもダウンロードいただけます。 

●●●計画（案）（PDF ファイル） 

  ※意見を提出できる方（この部分は、各課で判断して掲載をお願いします） 

原則は、意見提出者を限定していません。意見をもらう計画・施策の内容により、提出者を限定する場合には、下

記の例を参考に掲載してください。 

（掲載例） ・市内在住の方 

・市内在勤の方 

・市内在学の方 

・市内に事業所等を有する方 

・市民全体の利益に資する意見・提案ができる方 

  意見などの提出方法 

所定の用紙（各閲覧場所に設置しています）に、「●●●計画（案）のパブリック・コメント」と記載の上、 （1）計画な

どへの意見、（2）氏名、（3）住所、（4）在住・在勤・在学・その他（法人等・利害関係者）の別、を明記の上、次のいず

れかの方法でご提出ください。 

※電話など口頭でのご意見はお受けできませんのでご了承ください。 

追
加
記
載 
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■郵送の場合 

あて先  

〒342-8501吉川市役所●●課あて 

※住所は記載不要です。 

※締切日当日消印有効  

■直接持参する場合 

受付場所  ●●●部●●●課窓口 

受付時間  平日（月曜日から金曜日、祝日を除く）午前 8時 30分から午後 5時まで  

■ファクスによる場合 

ファクス番号 ●●●-●●●-●●●● 

※あて先は、「●●課」としてください。 

■E メールによる場合 

 件名を「●●●計画の原案について（●●課）」とし、吉川市●●課のメール●●●＠city.yoshikawa.saitama.jp へ

お願いします。 

  意見に対する市の考え方などについて 

・お寄せいただいたご意見につきましては、同計画の策定にあたっての参考とさせていただきます。 

・ご意見への「市の考え方」は、●●月ごろに公表予定です。 

 

 

  

http://��������city.yoshikawa.saitama
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附属機関等のあり方に関する基本方針 

平成１８年１１月（第１版） 

 

１ 目的 

本基本方針では、効率的な行政の推進を図るとともに、市民の市政への参画の機会の拡充を図

ることを目的として、附属機関及び附属機関に準ずる機関（以下「附属機関等」という。）の設

置運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 附属機関等の定義 

(1) 附属機関 

この基本方針において「附属機関」とは、地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき、

法律又は条例の定めるところにより、市が自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他

の調停、審査、諮問又は調査のための組織として、設置するものをいう。 

(2) 附属機関に準ずる機関 

この基本方針において「附属機関に準ずる機関」とは、市民や有識者が市長等の求めに応じ

て、行政執行のために必要な意見、資料等の提供など、有用な調査、審議、協議等を主に行う

組織であって、臨時的に要綱等に基づき設置するものをいう。 

(3) その他の機関 

この基本方針において、「その他の機関」は、附属機関等を除くもので、関係機関との連絡

調整又は協議若しくは特定の行事等の推進を主たる活動内容として設置するものをいい、例と

して次のものが考えられる。 

ア 協議会等 

自治体、関係機関等の団体が構成員となり、組織・運営されている協議会等で、市の機関

内部に事務局のみが置かれている組織 

イ 市民組織 

会議の運営を市民が主体となって行っている市民組織的な性格を有するもので、当該会議

の事務局のみが市内部に置かれている組織 

ウ 実行委員会 

市民まつり実行委員会のように特定の行事等を推進・実行するために設置される組織 

 

３ 附属機関の目的 

附属機関は、地方自治法第１３８条の４第３項の規定により、執行機関が調停、審査、諮問

又は調査を行うことを目的としてのみ設置することが可能とされている。 

また、調停、審査、諮問及び調査とは、具体的に、次のようなことをいう。 

(1) 調停（調停委員会） 

調停とは、第三者が紛争の当事者間に立って、当事者間の互譲によって事件が妥当な解決を

図ることをいい、調停委員会は、前述の調停を行う機関をいう。 

(2) 審査（審査会） 

審査とは、特定の事項について判定ないし結論を導き出すために、その内容を深く調べるこ

とをいい、審査会とは、前述の審査を行う機関をいう。 

(3) 諮問（審議会） 

諮問とは、特定の事項について意見や見解を求めることをいい、審議会とは、執行機関の求

め（諮問）に応じて、課題等について意見を闘わし、論議し、その意見の答申を行うことをそ

の職務とする機関をいう。 

(4) 調査（調査会） 

調査とは、一定の範囲の事項についてその事実を調べることをいい、調査会とは、前述の調

査を行う機関をいう。 
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４ 附属機関等の設置の判断 

(1) 附属機関の設置の判断 

執行機関は、法律に設置が義務付けられる場合を除き、法律により設置を任意に認める場合

又は地方自治法第１３８条の４第３項の規定により、既設の附属機関と目的が類似若しくは重

複しないものを設置する場合で、かつ、次の各項目のいずれかに該当する場合のみ、附属機関

を設置することができることとする。 

なお、合議による意見の集約の必要性のない場合には、附属機関を設置することによらず、

専門的知識を有する者から意見、判断を求める方法を活用することとする。 

ア 市の施策の基本となる事項について、生活者としての市民意見を聴取することが必要な

場合で、かつ、パブリック・コメント等の方法により、意見を得ることが手法として適当

でなく、議論を行った上で、集約した意見を得る必要がある場合 

イ 執行機関の行政執行に伴い、その前提として職員では得ることが困難な専門的知識に基

づく意見、判断を必要とする場合 

ウ 執行機関に対する不服審査、利害調整等について公平、中立、客観的な立場からその意

見、判断を求めることが必要な場合 

(2) 附属機関に準ずる機関及びその他の機関の設置の判断 

執行機関は、附属機関に準ずる機関を設置する場合は、前述の「附属機関の設置の判断」

を踏まえることとし、その設置根拠となる要綱等には、設置の期限を設けなければならない

こととする。 

また、その他の機関については、調停、審査、諮問又は調査を目的に設置できないことと

し、設置する際は、その必要性を十分検討の上、最小限の範囲で行うこととすることとする。 

 

５ 附属機関等の見直し 

附属機関等は、設置後、一定の期間が経過した段階で、必ず見直しを図ることとし、その結果、

次の項目のいずれかに該当する場合は、まず、はじめに運用改善に取り組むこととし、その結果、

当該附属機関等の設置目的に沿った成果を得ることが可能な場合には、当該機関を引き続き、存

続させ、それ以外の場合については、廃止又は他の附属機関等と統合するものとする。 

(1) 所期の目的を達成した場合 

(2) 社会経済情勢等の変化により、役割及び必要性が低下してきた場合 

(3) 設置目的及び所掌事項が他の附属機関等と類似又は重複している場合 

(4) 活動の実績が尐ない場合 

(5) 開催されていても形式的な活動で成果が乏しい場合 

(6) 附属機関と同様の活動を行うもので、法律又は条例以外の方法により恒常的に設置されてい

る場合 

(7) 前各号に掲げるもののほか、行政の効率性確保の見地から廃止又は統合が望ましい場合 

 

６ 委員の選任 

委員の選任に当たっては、附属機関等の設置目的に応じて選任するとともに、次の事項に留意

するものとする。ただし、法令等に定めがある場合その他特別の事情がある場合は、この限りで

ないこととする。 

なお、現に任命されている委員については、本基本方針の施行以降、最初の改選時期に本項目

に係る事項を適用することとする。 

(1) 委員数は２０名以内とし、必要最小限とすること。 

(2) 同一委員の在任期間は連続して３期以内とすること。（市民参画条例第１５条） 

(3) 委員が他の附属機関等の委員を兼務できる数は、原則２機関までとすること。（市民参画条

例第１５条） 

(4) 女性委員の登用率を平成２３年度までに４０パーセントとするよう努めること。（よしかわ

パートナーシップアクションⅡアクション４－①） 

(5) 市議会議員を任命する場合には、原則として１つの附属機関に１名とすること。ただし、次

に該当する場合は、この限りではない。 

ア 法律、これに基づく命令又は規則（以下「法令等」という。）により任命することが求め
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られている場合 

イ 各種団体の推薦により任命する場合 

ウ 市の施策の基本となる事項を審議する場合 

(6) 市職員は、法令等で任命することを求められる場合を除き、原則、任命しないこと。 

(7) 附属機関の設置の目的を効果的に達成するため、当該附属機関等の目的に直接関係する生活

者の視点から市民の意見を反映することが求められる場合には、附属機関等の構成員として公

募委員を含めること。ただし、次に該当する場合は、公募による選任を行わないことができる。 

ア 法令及び条例等の規定に基づき特定の職に就く者等を委員に充てることとされている場合 

イ 特殊な資格等を必要とする場合 

ウ その他附属機関等の設置目的、所掌事項に照らし、委員の公募が適当でないと認められる

場合 

 

７ 報酬又は謝礼 

報酬及び謝礼について、類似団体又は他の附属機関等との均衡及びその担任する事務の内容等

を考慮するとともに、同一の附属機関等のなかで、額の区分を設けている場合又は区分を設ける

場合には、その理由及び積算根拠を明らかにすることとし、区分を設ける必要のない場合は、条

例等を改正し、その額を見直すこととする。 

 

 

 

【参考資料】 

行政実例 昭２７、１１、１９ 

地方自治法第１３８条の４第３項の執行機関の附属機関たる性格のものであれば、名称のいか

んを問わず、また、臨時的、速急を要する機関であってもすべて条例によらなければならない。 

なお、急を要し議会を招集して条例を制定する暇がないときは、地方自治法第１７９条第 1 項

の規定により長により専決することができる。 

 

行政実例 昭２８、１、１６ 

  内部職員の他、部外者をまじえて構成されている場合は、機能のいかんにかかわらず、附属機

関の性質をもつものである限り、すべて条例をもって定めるべきとされている。 

 

行政実例 昭３０、３、１８ 

  地方公共団体に設置される附属機関は、第１３８条の４第３項の規定により、「調停、審査、

諮問又は調査のための機関」に限られている。 
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