
交 野 市 

意見公募手続制度 

運用マニュアル 
 

 

   市の基本的な計画や条例の案 
【実施対象】 

  基本的な計画や指針 

  市民等に義務を課す条例 

  市民等の権利を制限する条例 

  行政手続条例等に規定する審査基準、処分基準 等 

      案・資料の公表 
【公表方法】 

  実施機関の事務所、情報公開コーナーで閲覧 

  広報かたの・ホームページへ掲載 
   

市民の意見提出(募集期間は30日間） 
【提出方法】 

  書面にて直接提出 

  郵便・ファクシミリ・電子メール 

  （住所、氏名等を明記） 

案に反映できるもの 
 

意見に基づき案に反映 

案に反映できないもの 
 

反映できない理由を整理 

    意見の処理内容等の公表 
【公表内容】 

  提出された意見の概要とその処理 

  案を修正した場合はその修正内容 

 交野市では、これまでも基本計画の策定などにおいて、広く市民の意見を求める機会を

設けてきました。平成１８年４月には、これまでの取り組みや先進市の事例を踏まえて、

統一した運用指針として、交野市パブリックコメント手続き要綱を定めました。 

 要綱の策定にあたっては、案の段階で、実際に試行しながら、かつ要綱自体もパブリッ

クコメントに附しながら、より良いものを求めて作業いたしました。 

 平成２４年４月から、これまで運用してきたパブリックコメント制度を更に充実させて

いく一環として、意見公募手続に関する規則を新たに制定しました。 

 



- 1 - 

交野市意見公募手続に関する規則運用マニュアル 
 

  

 

 

１．意見公募手続は、なんのためにするのですか？ 
 

（目的） 

第１条 この規則は、意見公募手続について必要な事項を定めることにより、条例等の制定など

市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的

な参画を促進し、もって市民の権利利益の保護と市民との協働によるまちづくりを推進するこ

とを目的とする。 

 

市の政策を推進するにあたり、市民参加の推進方法の一つの手段として、また、条例等の制

定など市の政策を推進するにあたっての公正の確保と透明性の向上を図る手段として位置づ

けするものです。市政に関して市民の幅広い意見を募集し、重要な案件に関する案の策定過

程に市民が参加するとともに、市民の意見等に対する処理を公表することにより透明性の向

上をはかることで、市民の権利利益の保護と市民との協働によるまちづくりの推進をめざし

ます。 

 

２．意見公募手続って、そもそも何ですか？ 
 

（定義） 

第２条 この規則において、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。 

 ⑴ 意見公募手続 条例等を制定若しくは改廃又は策定（以下「制定等」という。）する過程

において、案の段階で、その趣旨、内容など必要な事項を市民等に公表し、これらについて市

民等から意見、情報（以下「意見等」という。）を求めるための手続をいう。 

 

  市の重要な施策や条例などを策定するときに、事前にその案を広く公表し、市民等が意見を

述べる機会を設けて、その意見を踏まえてより市民の視点にたった施策、条例づくりをめざ

すとともに、意見に対する市の考えを公表し、市の意思決定の説明責任を果たそうとする一

連の手続きを言います。 

 

３．意見を提出することができるのは、誰ですか？ 

  

⑵ 市民等 次に掲げるものをいう。 

  ア 市内に住所を有する者 

  イ 市内に事業所又は事務所を有するもの 

  ウ 市内に存する事業所又は事務所に勤務する者 

  エ 市内に存する学校に在学する者 

  オ 市税の納税義務を有する者 

  カ アからオに掲げるもののほか、意見公募手続に係る案件に利害関係を有するもの 

 以下、各項目にしたがって、それぞれ「交野市意見公募手続に関する規則」を、上段（囲

みの中）に、その説明を下段に記載しています。 
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この手続きにおける「市民等」とは、市内に住所を有する市民に限定するのではなく、幅

広く多様な意見等を得るため、在勤、在学の人、市内に事業所などを持つ個人、法人、団体

等をはじめ、意見公募手続に関係する事案の利害関係者も含むものです。 

 

４．だれが意見公募手続を実施するのですか？ 

 

 ⑶ 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審

査委員会、農業委員会及び水道事業管理者をいう。 

 

消防長及び福祉事務所長は、それぞれ独立して所掌事務を管理、執行する権限を有します

が、この制度では、市長の補助機関と位置づけ、「市長」に含まれるものとします。 

審議会等の附属機関については、各実施機関の管理に属しており、報告や答申を受けた後、

実施機関が意見公募手続を実施すると考えられます。しかしこの場合、意見等があって案に

変更が生じることは、制度上は問題ないのですが、附属機関の報告や答申を尊重するために

意見公募手続で寄せられた意見等の採用がより慎重にならざるを得なく、制度自体の有効性

を制限するおそれがあります。このため、審議会等において、報告や答申の前に意見公募手

続を実施することが望ましいと考えます。（第４条参照） 

なお、意見公募手続の実施責任者は、意見公募手続の対象となる計画等の担当部長が担い

ます。 

 

５．意見公募手続の対象となる条例等とはどのようなものですか？ 
 

（対象） 

⑷ 条例等 次に掲げるものをいう。 

  ア 市の基本的な施策に関する計画、指針等 

  イ 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は市民等に義務を課し、若しく

は権利を制限する条例若しくは規則（市税の賦課徴収又は分担金、使用料若しくは手数料

その他金銭の徴収に関するものを除く。） 

  ウ 行政手続法（平成５年法律第８８号）及び交野市行政手続条例（平成１３年条例第１３

号）に規定する審査基準、処分基準及び行政指導指針（以下「審査基準等」という。） 

 

 

具体的な案件が、この規則の対象であるか否かは、意思表示を行う「実施機関」がこの規

則の趣旨に基づいて判断し、その判断の説明責任を負うこととします。実務的には、意見公

募手続の実施責任者たる条例等の担当部長が、意見公募手続制度の担当部長と協議して判断

することになります。 

＜ア関係＞ 

「市の基本的な施策に関する計画、指針等」とは、総合計画や総合計画に基づいて定めら

れる個別行政分野における施策の基本方針や計画など市の将来の施策展開の基本方針や進む

べき方向、その他基本的事項を定める計画等をいい、構想、計画、指針、要綱、宣言などの

名称は問いません。 

また、個別行政分野における施策の基本方針とは「都市計画マスタープラン」「老人保健福

祉計画」「障害者福祉計画」などの個々の行政分野で定められる計画等をいいます。 
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（他市等の事例） 

 次世代育成支援行動計画、介護保険事業計画、パブリックコメント実施要綱、外郭団体 

 改革実行プラン、地震防災強化計画、経営健全化計画、地球温暖化対策プラン、産業活 

 性化プラン、緑の公共事業アクションプラン、まなび教育推進プラン、文化振興プラン、 

 市街化調整区域における開発許可制度の運用基準、一般廃棄物処理基本計画、等 

＜イ関係＞ 

「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、○○基本条例、行政手続

条例などの市政全般についての理念や、基本方針などを定めるものをいいます。 

「市民等に義務を課し、若しくは権利を制限する条例」とは、市民に対し、具体的に「○

○しなければならない」という義務を課したり、あるいは「○○してはならない」と行為を

制限したりするものです。ただし、行政サービスに係るもの、行政内部にのみ適用されるも

のはこの制度の対象としません。 

地方自治法第 14条第 2項（普通地方公共団体は、義務を課し、又は、権利を制限するに

は、法令に定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない）に基づく条例が該当

します。 

なお、地方税法の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収などについては、地方

自治法第７４条においても直接請求の対象とされていないことから、同法規定の趣旨に準じ

てこの規則においても対象としないこととします。 

（他市等の事例） 

 青少年健全育成条例、迷惑行為防止条例、法定外道路管理条例、地区計画手続き条例、 

 廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防と調整に関する条例、住民協働推進条例、 

 火災予防条例、男女協働参画条例など 

  ＜ウ関係＞ 

   「審査基準、処分基準及び行政指導指針」とは、次のものをいいます。 

    ・審査基準：申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従っ

て判断するために必要とされる基準 

    ・処分基準：不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてそ

の法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準 

    ・行政指導指針：同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し

行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容

となるべき事項 

 

６．例外なく適用になりますか 
 

（適用除外） 

第３条 条例等が、次の各号のいずれかに該当するときは、この規則の規定は適用しない。 

 ⑴ 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの 

 ⑵ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項の規定による直接請求により議会

に提出するもの 

 ⑶ 附属機関又はこれに準ずる機関において、この規則に準じた手続きを経て策定した報告、

答申等に基づいて、実施機関が条例等の制定等を行うもの 

 ⑷ 法令又は条例の規定により、縦覧、意見書の提出その他意見公募手続に相当する手続を実

施して、実施機関が条例等の制定等を行うもの 

 

 



- 4 - 

 

⑸ 審査基準等であって、法令若しくは条例の規定により若しくは慣行として、又は実施機関

の判断により公にされるもの以外のもの 

 ⑹ 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの 

 

 

 

＜第 1号関係＞ 

「迅速若しくは緊急を要するもの」とは、本手続に係る所要時間の経過により、その効果

が損なわれるなどの理由で、本手続を経る時間がない場合をいいます。「軽微なもの」とは制

度の大幅な改正または基本的な事項の改正を伴わないものをいいます。その判断は実施機関

が行い、その判断についての説明責任を負うこととします。 

＜第 2号関係＞ 

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

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（地方税の賦課徴収並びに分担金、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。 

＜第３号関係＞ 

 第２条と関連しますが、パブリックコメントの目的を勘案すると、附属機関等の報告、答申

後では、報告や答申を尊重するため、市民等の意見を反映させにくくなるおそれがあります。

このため、附属機関等の審議過程において、この要綱に準じてパブリックコメントを実施い

ただき、市民等の意見を反映させて報告、答申をするということが望ましいと考えています。

この場合において、実施機関が再度パブリックコメントをすることは必要ありません。 

＜第４号関係＞ 

 法令や条例において、本手続と同様の手続きを経て策定される条例等について、それぞれの

手続きによることとし、本手続の適用はないこととします。 

＜第５号関係＞ 

 審査基準等の中には、公にすることによって当該審査基準等の運用に支障をきたすおそれが

あって、申請者又は申請をしようとする者の不利益を考慮してもなお公益上の観点から公にし

ないほうがよいと判断される場合も考えられることから、これに該当する審査基準等を策定す

る場合については、本手続を経ないこととします。 

＜第６号関係＞ 

設定・改廃の方法・内容について、法令等で定められているもの、国及び府の計画との整

合性を図るため策定に関しての市の裁量の余地がないものをいいます。 

 

７．条例等はいつ、何を公表すればいいのですか？ 
 

（公表の時期等） 

第４条 実施機関は、条例等の制定等をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、そ

の条例等の案を公表しなければならない。 

２ 実施機関は、前項の規定により条例等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表

するよう努めるものとする。 

⑴ 当該条例等の案を作成した趣旨、目的及び背景 

 ⑵ 当該条例等の案の概要 

 ⑶ 当該条例等の案を理解するために必要な資料 



- 5 - 

 

＜第 1項関係＞ 

公表は、最終的な意思決定以前に行いますが、条例など議会の議決を要するものにおいて

「最終的な意思決定を行う前に」とは、議会上程前のことをいいます。なお、意見公募手続

に入るに当たっては、そのスケジュールと概要について、事前に議会に報告する必要がある

と考えます。 

＜第 2項関係＞ 

「当該条例等の案を理解するために必要な資料」とは、次のようなものです。 

・根拠法令 

・条例等の策定及び改訂にあっては、上位計画の概要 

・当該条例案等の実現によって生じることが予測される影響の程度及び範囲 

・当該条例等の案を策定するに際して整理した論点等 

関連資料もあわせて公表することで、市民が計画案の内容について十分に理解できるよう

留意するものとします。 

 

８．条例等の公表の方法はどうすればいいのですか？ 
 

（公表の方法） 

第５条 前条の規定による公表は、実施機関の事務所及び情報公開コーナーにおいて閲覧に供す

るとともに、市ホームページや市広報紙等に掲載することにより行うものとする。 

２ 実施機関は、前項の規定により公表する場合において、公表しようとする内容が相当量に及

ぶときは、公表しようとする内容全体の入手方法を明示したうえで、内容の一部を省略し公表

することができる。 

３ 前条の規定による公表を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を

併せて明示するものとする。 

 

 

＜第 1項関係＞ 

条例等の案の公表においては、広く市民等に周知することが必要であり市政に関心のある

市民等ができるだけ情報が入手しやすいような方法を講じることとし、条文にあるもののほ

か、例えば、説明会、実施機関以外の窓口、新聞･雑誌等による広報などが考えられます。 

＜第２項関係＞ 

公表資料が相当量に及び、そのすべてをホームページや広報等に掲載することができない場

合に、内容全体の入手方法を明示することにより内容を一部省略して公表できるものとする

ものです。 

＜第３項関係＞ 

条例等の案の公表時において、意見の提出方法などについて明記することを義務づけしたも

のです。 

 

９．意見を求める期間はどれくらいですか？ 
 

（意見等の提出期間） 

第６条 実施機関は、市民等からの意見等の提出期間を、条例等の公表の日から３０日間を基準

として定めるものとする。 
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意見の提出期間の 30日間は基準であり、実施機関は、市民等が意見を提出するために必要

な時間を十分確保することが必要です。 

  なお、案の取りまとめと広報紙原稿締め切りの関係で、案の公表が広報紙掲載に間に合わな

いことが想定される場合は、案件名と公表時期、意見募集の期間並びに情報の入手方法など、

必要最低限の情報だけでも案の公表前に掲載するように努めてください。 

 

１０．市民等は、どのような方法で意見提出できるのですか？ 
 

（意見等の提出方法） 

第７条 意見等の提出方法は、書面、郵便、ファクシミリ、電子メール、その他実施機関が必要

と認めた直接書面による提出とする。 

２ 意見等の提出に際しては、原則として住所、氏名その他実施機関が必要と認める事項を明ら

かにしなければならない。 

３ 実施機関は、前項に規定する情報の全部又は一部を公表しようとするときは、当該条例等の

案を公表する際に、その旨を公表しなければならない。 

 

＜第 1項関係＞ 

意見の提出方法は文書または電子的な記録に残るものに限り、原則、口頭（電話等を含む）

により聴取する方法はとらないものとします。 

＜第 2項関係＞ 

意見等の提出にあたり、原則として住所･氏名等を記入してもらうのは、匿名にした場合に

危惧されるいたずらや、無責任な意見等を防止する目的と提出する意見に責任をもっていた

だくためのもので、記名のないものの意見には応答する義務は生じないものとします。 

 ※ 提出言語は日本語を前提とします。日本語以外の言語で提出を受ける場合は、併せて日本

語の訳の添付を求めるものとします。 

 

１１．出てきた意見等はどのように処理すればいいのですか？ 
 

（意見等の処理） 

第８条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、条例等の意思決定を行う

ものとする。 

２ 実施機関は、意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要、意見等に対する実施機関

の考え方及び条例等の案を修正したときにあってはその修正内容を公表するものとする。ただ

し、次に掲げるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。 

 ⑴ 提出されたものに、個人又は法人の権利利益を害するおそれのある情報、その他公表する

ことが不適当と判断される事項が含まれているとき 

 ⑵ 賛否の結論のみを示したもの 

 ⑶ 内容が実施対象の内容に合致しないもの 

 ⑷ 前条に規定する意見提出の定めに違反して提出されたもの 
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３ 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等

のうち類似の意見等をまとめ、これに対する実施機関の考え方を公表するものとする。 

４ 前項の規定による公表は、第５条に掲げる公表の方法により行う。 

 

＜第 1項関係＞ 

実施機関は、提出された意見を考慮して意思決定を行いますが、提出された意見を必ず採り

入れるということではなく、提出された意見を十分考慮して、その上で判断することがパブ

リックコメント手続制度の趣旨です。 

＜第 2項関係＞ 

パブリックコメント手続制度は、条例等の案の賛否を問うものではないので、賛否の結論だ

け示した意見については必ずしも実施機関の考え方を示す必要はありませんが、そのような

意見があったことについては公表する必要があります。 

＜第 3項関係＞ 

類似の意見は、まとめて公表するものとします。 

＜第 4項関係＞ 

実施機関の考え方を公表するときは、案を公表する場合に準じます。このとき市民等にとっ

てわかりやすい表現に努めます。 

 

１２．パブリックコメントをするときに、そのほか注意すべき事項はありますか？ 
 

（実施状況等の公表） 

第９条 市長は、意見公募手続の実施予定及び実施状況等に関する情報を取りまとめ、市ホーム

ページを活用した閲覧の方法等により、市民が常に最新の情報を入手できるよう努めるものと

する。 

 （その他） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

 ＜第９条関係＞ 

条例等を所管する課・室等の長は、本要綱に基づく手続を行うときは、あらかじめ意見公募

手続制度の所管課等の長に所要事項を届け出るものとし、届出を受けた課等の長は提出のあ

った案件の一覧を作成し公表します。 

各意見公募手続の実施案件や実施予定及び実施状況を一覧にすることにより、いつどのよう

な案件について意見公募手続が行われているのか、市民が一覧で知ることができます。実施状

況の一覧には、案件名、公表日、意見の提出期限、条例等の素案等の入手方法、問い合わせ先

等を記載します。 

 ＜第 1０条関係＞ 

  今後の具体的な案件の運用を通して寄せられる市民からの意見を踏まえて、必要があれば、

制度の見直しを行っていきます。 
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１３．よくある質問とその回答 
 

 Q1 意見公募手続をするべきかどうか、判断ができません。 

 

 A１ 対象は、第２条と第３条にもとづいて判断するのですが、基本的には市民生活に重要な

影響を及ぼすような施策が対象となります。制度の趣旨は市民の市政への積極的な参画

と市民協働の推進にありますから、第２条、第３条の基準だけではどちらとも判断でき

そうな場合は、意見公募手続を視野に入れて作業されることが望ましいと考えます。判

断にあたって必要な場合は、意見公募手続制度の担当部長と協議してください。いずれ

にしましても、意見公募手続をする、しないの判断についても、当然、説明責任を負う

ことになりますので、十分慎重に検討してください。 

 

 Q２ 議会との関係は？ 

 

 A２ 意見公募手続は、実施機関としての意思決定に際して市民の参画を求める制度です。市

民との協働により策定した案をもって、議決事項については、議決機関である議会の判

断を仰ぐという形になります。なお、議決の要否にかかわらず、市の基本的な施策に関

わる作業ですから、意見公募手続を実施する前にはスケジュールや概要を、実施後には

意見等の提出の状況とその処理結果等を、議会に報告する必要があると考えます。 

 

 Q3 市民等の意見は、必ず案に反映させなければなりませんか？ 

 

 A3 第８条にあるとおり、意見等を考慮して意思決定を行うもので、必ずしもその意見等に

拘束されるものではありません。しかし、その判断は説明責任を負うとともに、公表し

なければなりませんから、適切に処理すべきであることはいうまでもありません。 

 

 Q４ 反対意見ばかり出てきませんか？ 

 

 A4 当然、肯定的な意見ばかりとは限りませんし、むしろ意見を求める以上、反対など否定

的な意見が多く出ることも想定されます。A３でも触れましたが、反対意見が多いから

といってそれに拘束されるものではありません。むしろ、その意見等を考慮しても、な

お策定した案に妥当性があるならば、十分に説明責任を果たし公開していくことで、広

く市民に実施機関の考え方を周知することができます。 

    なお、第８条第２項第２号にあるとおり、単に賛否のみを示した意見等については実施

機関の考え方を示す必要はありませんが、そういう意見があったことは公表するわけで

すから、いずれにしても、説明責任を果たし得るよう十分に検討してください。 
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