
神栖市パブリック・コメント手続実施要項の解説 

（目的） 

第１条 この告示は，パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることに 

より，市政への積極的な市民の参画を促進するとともに，市の基本的な施策等の形 

成過程における公正の確保及び透明性の向上を図り，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。 

【考え方】 

１ パブリック・コメント制度の目的は，公正で民主的な市政を推進していくことであ 

る。そのために，市の施策案などを積極的に説明する機会を設け，それについて市民 

の様々な意見をいただき，最終的な決定に反映していこうとするものである。また， 

提出された意見に対する市の考え方も公表されることになり，より透明性の向上が図 

れるものである。 

２ この制度の対象となる施策は，必ず案の段階で公表し，意見を提出すれば必ず考慮 

して意思決定をすることになる。このことは，市民の市政への関心を高め，行政と市 

民の信頼関係を築くことになり， 市民との協働による市政の推進が図れるものである。 

（定義） 

第２条 この告示において，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) パブリック・コメント手続 市の基本的な施策等の策定に当たり，当該策定 

しようとする施策等の趣旨，目的，内容等必要な事項を広く公表し，公表した 

ものに対して提出された意見及び情報（以下「意見等」という。）を考慮して意 

思決定を行うとともに，意見等の概要及びこれらに対する市の考え方等を公表 

する一連の手続をいう。 

(2) 実施機関 市長，教育委員会，選挙管理委員会，監査委員及び農業委員会を 

いう。 

(3) 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 市内に事務所又は事業所を有するもの 

ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者 

エ 市内の学校に在学する者 

オ 当市に対して納税義務を有するもの 

カ パブリック・コメント手続に係る施策等に利害関係を有するもの



【考え方】 

１ パブリック・コメント制度を広く認知させ，制度の実効性を高めるため， 「パブリ 

ック・コメント手続」を告示上の用語に位置付ける。 

他の自治体では，国と同じように「意見提出手続」と表現している例も見られる 

が，マスコミ報道や行政分野などでの使用例を見ると，「パブリック・コメント」と 

表現した方が一般的である。（なお， 国立国語研究所の外来語言い換え案の中では 「意 

見公募」としている。 ） 

手続の流れは，①実施機関が案を作成し，②その案と資料を公表し，意見・情報 

を募集する。そして③広く市民からの意見・情報が提出される。これを受けて④案 

に取り入れるべき意見・情報に基づき修正，一方，取り入れるべきでない意見・情 

報についてその理由をまとめ，⑤提出された意見・情報に対する実施機関の考え方 

を提出された意見・情報とともに公表し，最終的な意思決定を行う。 

２ この制度を市政全般に適用させるため， 議決機関である議会と審査機関である固定 

資産評価審査委員会を除く市の機関すべてをこの制度の実施機関に位置付ける。 なお， 

水道事業管理者は，市長としての実施機関に含まれる。 

３ 本市に在住・在勤・在学者，在事務所（事業所），納税義務者，利害関係者を「市 

民等」と定義し，パブリック・コメント手続きの「意見等を提出できるもの」に位置 

付ける。 

（対象) 

第３条 パブリック・コメント手続の対象となる施策等（以下「施策等」という。）は， 

次に掲げるとおりとする。 

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃 

ア 市の基本的な制度を定める条例 

イ 市民等に義務を課し,又は権利を制限する条例（金銭徴収に関する条項を除 

く。） 

ウ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例 

(2) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則（規程を含む。）又は 

指導要項その他の行政指導の指針の制定又は改廃 

(3) 市の基本的施策を定める計画，個別行政分野における施策の基本方針その他基 

本的な事項を定める計画等の策定又は改定 

(4) 市の基本的な方向性を定める憲章，宣言等の策定又は改定 

【考え方】 

１ 行政の効率化を考えるとすべての施策などについて， この制度を実施することは困



難であるので， 市民の生活に重大な影響を与えるような施策などに限定してこの制度 

を実施する。 

２ 「市の基本的な制度を定める条例」とは，「行政手続条例」，「情報公開条例」など， 

市政全般又は個別行政分野における基本理念，方針，市政を推進する上での共通の制 

度を定めるものをいう。ただし，行政組織条例，職員の給与に関する条例など行政内 

部のみに適用されるものは，該当しない。 

３ 「市民等に義務を課し，又はその権利を制限する条例」とは，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，法令に特別の 

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す 

る。 

４ また，金銭の徴収についても，地方自治法第７４条第１項で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係る条例の制定・改廃が直接請求の対象となっ 

ていないことを踏まえ，本手続きの対象から除く。 

５ 「市の基本的な方針，計画」とは，市の総合計画の基本構想・基本計画，さらには 

環境や福祉，都市計画などの行政分野ごとの基本的な行政計画などをいう。 

６ 「市の基本的な方向性を定める憲章，宣言等」とは，例えば，「神栖市民憲章」や 

「非核平和都市宣言」などをいう。 

７ 具体的な案件がこの制度に定める手続を取るべき対象であるかどうかについては， 

個別の計画の性格，内容等に応じて実施機関（内容を熟知する各部局）がこの制度の 

趣旨に照らして判断する。 

（適用除外） 

第４条 施策等のうち，次に掲げるものについては，この告示の規定を適用しない。 

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの 

(2) 法令等により，市民等の意見聴取の手続が定められているもの 

(3) 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 

求により議会に付議するもの 

【考え方】 

１ 「迅速又は緊急を要するもの」とは，パブリック・コメント手続にかかる所要時間 

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 

いう。本手続の対象となる施策等は，本来時間をかけてじっくり議論を行うべき性質 

のものであり，あまりこうしたケースはないと思われるが，例えば，災害や緊急事態 

により市民生活に影響を与える規制などを短期間に策定する必要がある場合などが 

想定される。 

事務的な策定手続きの遅れにより，パブリック・コメント手続にかける時間がと



れないなどというのは認められない。 

２ 「軽微なもの」とは，改正の方法・内容について法令等に定められていて裁量の余 

地のないものや，制度の大幅な改正又は基本的な事項の改正を伴わないものを言う。 

３ 法定縦覧手続など，案の公表，市民等の意見提出が法令で定められている場合は， 

提出された意見及びこれに対する実施機関の考え方を公表することで，パブリック・ 

コメント手続を行ったものとみなす。 

＜例示＞ 

① 都市計画の決定（都市計画法） 

・都市計画の原案作成段階での公聴会による住民の意見の反映 

・都市計画の案の縦覧時の意見書の提出制度（提出された意見の要旨を踏まえた 

都市計画審議会で審議 

② 土地区画整理事業計画の縦覧及び意見書の提出（土地区画整理法） 

③ 地区計画等の案の作成（神栖市地区計画及びまちづくり推進に関する条例） 

（施策等の案の公表等） 

第５条 実施機関は，施策等の策定をしようとするときは，その意思決定を行う前の 

適切な時期に，施策等の案を公表しなければならない。 

２ 実施機関は，前項の規定により施策等の案を公表するときは，併せて次に掲げる 

資料を公表するものとする。 

(1) 施策等の趣旨及び目的並びに施策等の案を作成した経緯 

(2) 施策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方 

(3) 市民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料 

３ 前２項の規定による公表は，実施機関が指定する場所での閲覧及び配布，並びに 

市ホームページ掲載等の方法により行うものとする。 

４ 実施機関は，第１項に規定する公表を行うときまでに，市ホームページ又は広報 

かみすへの掲載，報道機関への情報提供等の方法により，パブリック・コメント手 

続の実施について市民等に周知するよう努めるものとする。 

【考え方】 

１ パブリック・コメント手続は，まず実施機関が施策等の案を公表することから始ま 

る。 

２ 公表するに当たっては，単にその案だけを示すのではなく，その趣旨や目的，策定 

するに至った経緯や概要などをわかりやすく示していく必要がある。また，それだけ 

では十分理解できない場合は，関係資料，関係情報を併せて公表するものとする。 

３ パブリック・コメント制度の実施に当たっては，広く市民等に周知することが重要 

である。 施策等の案とその関係資料を所管課や実施機関が指定する場所に配備すると



ともに，市のホームページに掲載することとする。また，これ以外にも 「広報かみす」 

への掲載や報道機関への発表などにより周知に努めることとする。なお，「広報かみ 

す」については，紙面の都合上，施策等の案の概要，公表資料全体の入手方法，意見 

提出の方法のみを掲載することとする。 

（意見等の提出） 

第６条 実施機関は，施策等の案及び前条第２項各号に掲げる資料（以下「施策等の案等」 

という。）の公表の日から３０日以上の期間を設けて，施策等の案等についての意見等の 

提出を受けなければならない。 

２ 前項に規定する意見等の提出方法は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参 

(2) 郵便 

(3) ファクシミリ 

(4) 電子メール 

(5) 実施機関が適当と認める方法 

３ 意見等を提出しようとする市民等は，原則として住所，氏名又は名称及び連絡先そ 

の他市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。 

【考え方】 

１ 意見を募集する期間は，案の周知期間及び意見提出の準備期間を考慮し，最低３０ 

日以上確保するものとする。 

２ 意見等の提出方法は， 窓口への書面持参， 文書または電磁的記録によるものとし， 

口頭あるいは電話での直接的な意見は想定していない。 ただし， 障害や高齢等のため， 

書面等での提出が困難であると実施機関が認めた場合は，例外として，口頭での提出 

を認めることとする。また，直接意見交換等を行うために担当課が任意の説明会を開 

催する場合には，その説明会での口頭による意見提出も同様とする。 

なお，外国語や点字での意見等の提出があった場合は，そのまま受領し，市で翻 

訳することとする。 

３ 市民等が意見を提出する際は， 意見提出に係る責任の所在を明確にさせることと， 

意見の内容について確認を行う可能性もあることから， 提出者が市民等であることを 

示す事項を明らかにして行うこととする。なお，記入した個人情報は，本手続きの目 

的以外に使用しないよう適正に管理し，公開も行わない。



（意見等の取扱い） 

第７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，施策等の策定 

の意思決定を行うものとする。 

２ 実施機関は，施策等の策定の意思決定を行ったときは，次に掲げる事項を公表し 

なければならない。ただし，神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例（平成 

１１年条例第１号）第７条に該当する情報は除く。 

(1) 提出された意見等の概要 

(2) 提出された意見等に対する市の考え方 

(3) 施策等の案を修正した場合における当該修正内容 

３ 第５条第３項の規定は，前項の規定による公表の方法について準用する。 

【考え方】 

１ 実施機関は，提出された意見等を取りまとめて整理し，策定しようとする施策等に 

提出された意見が合理的に反映できるかどうか検討し，最終的な意思決定を行う。 

２ パブリック・コメント制度は，施策等の案の賛否を問うものではないことから，賛 

否の結論だけを示した意見及び案件に無関係な意見の場合には， 実施機関の考え方を 

公表しない場合がある。 

３ 類似の意見が多数あった場合は，行政コストや事務の効率の点から考えて，類似す 

る意見を集約するなど適宜整理・工夫をして公表することができる。 

（意思決定過程の特例） 

第８条 実施機関は，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 

その他の附属機関及び実施機関が設置するこれらに準じる機関が，第５条から前条 

までの規定に準じた手続を経て行った報告，答申等に基づき，施策等の策定を行う 

ときは，パブリック・コメント手続を行わないで施策等の策定の意思決定をするこ 

とができる。 

【考え方】 

１ 審議会等の答申等を受けて意思決定をする場合，審議会等がこの告示に定める手続 

きに準じた手続きを経て，策定した答申等を受けて実施機関が意思決定を行う場合， 

同様の案について手続きを繰り返すことは， 効率性の面からも望ましくないことから， 

改めてこの告示の定める手続きを経ないで意思決定することができる。 

<参考> 

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。 

（一覧表の作成等） 

第９条 市長は，パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し，市 

のホームページに掲載し，常時市民等に情報提供するものとする。 

【考え方】 

１ パブリック・コメント手続の実施案件や実施条件を一覧表にして公表することによ 

り，いつ，どこで，どのような案件についてパブリック・コメント手続きを行ってい 

るのかを市民が一覧で知ることができる。 

（補則） 

第１０条 この告示に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

【考え方】 

１ パブリック・コメント制度を実施するにあたり，この告示に規定されていない事項 

を別に定めることができるようにするための補則条項です。 

付 則 

（施行期日） 

１ この告示は，平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際，現に意思決定過程にある施策等で，市民等の意見を聴取す 

る手続きを経ているものについては，この告示の規定は適用しない。 

【考え方】 

１ この告示の施行時点で，意思決定過程にある施策案についても，市民等から意見等 

を聴取する手続を経ていないものは，パブリック・コメント手続を実施することとす 

る。


