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「意見公募手続の条例化における基本的な考え方」に関して提出された意見に対する市の考え方

【意見募集の概要】

１　意見募集の実施概要
　(1) 募集期間　　　平成１８年１２月２５日（月）～平成１９年１月２４日（水）
　(2) 周知方法　　　平成１８年１２月２５日号広報川越及び市ホームページ
　(3) 資料の閲覧方法
　  ①　市役所本庁舎４階政策企画課、各出張所、連絡所、公民館、中央図書館、西図書館、川越駅東口図書館において資料
　　　を閲覧

　　②　市ホームページにおける電子媒体での閲覧
　(4) 意見の提出方法
　    件名、住所、氏名、連絡先及び意見を記入し、市役所政策企画課へ持参、郵送、ＦＡＸによる提出又はインターネット
　　による提出

２　意見募集の結果
　(1) 応募者数　　　　４名
　(2) 意見数　　　　２５件
　(3) 項目別意見数　①全体　　　　　　　　　　　　６件
　    　　　　　　　②4 意見公募手続の対象範囲　　７件
　    　　　　　　　③5 意見公募手続の適用除外　　２件
　    　　　　　　　④6 意見公募手続の実施　　　　４件
　    　　　　　　　⑤8 提出された意見の考慮　　　１件
　    　　　　　　　⑥9 結果の公表等　　　　　　　２件
　    　　　　　　　⑦その他  　　　　　　　　　　３件
　(4) 意見の概要と意見に対する市の考え方　　　別紙のとおり
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３　意見を考慮した結果
　(1) 意見を考慮した結果による修正　　０件
　(2) 募集時の案と条例案との変更点　　６件

４　意見募集の結果の公表方法
　　市ホームページでの公表及び市役所政策企画課への備え付け
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№ 対象項目 意見内容 対応 意見に対する市の考え方
1 全体 意見公募手続を条例化して頂きたい。 対応済 　意見公募手続(パブリック・コメント手続)については、これまでも個別計画の策

定において実施し、平成１８年度からは要綱に基づき全庁的な制度として実施して
きました。
　今回、条例化することを含めて制度を見直し、さらなる充実を図ることにより、
市民参加の拡大と行政運営の公正の確保と透明性の向上を一層推進するため、川越
市意見公募手続条例(案)を策定しました。

2 全体 行政と市民の情報の共有化で信頼関係が生まれるものと考え
る。守秘義務の事項を除き、市政のすべてのことを情報公開
(資料提供)することで、市民の適切な意見公募を行いたい。

記述済 　施策等の案について有益な意見や情報を得るため、内容を具体的かつ明確に示し
た施策等の案と、これに関連する市民が理解する上で参考となる資料を公表し、意
見公募手続の適切な運用に努めていきたいと考えています。

3 全体 市は「条例化における基本的な考え方」についての意見募集
をしているが、意見募集には、考え方の他に、「条例(案)」
を示して意見募集を行うべきである。

反映できない 　条例や規則等の場合は、法規文書として表現上一定の制約があり市民にとって分
かりにくい場合もあるため、意見公募手続の条例化における基本的な考え方に関す
る意見募集では、法規文書の形式にこだわらず、表現上分かりやすくしたり例示を
加えたりしました。
　川越市意見公募手続条例(案)に規定する意見公募手続でも、施策等の案は必ずし
も最終的に定められる形式に限定するものではなく、施策等として定める内容が具
体的かつ明確に示されているものとしています。表現上分かりやすくしたり例示を
加えたりするなどの工夫が市長等の執行機関には求められます。

4 全体 市長決裁により使われてきた要綱を見直して整理したものを
たたき台につかってはいけない。

その他 　意見公募手続については、これまでも個別計画の策定において実施し、平成18年
度からは要綱に基づき全庁的な制度として実施してきました。
　こうした実績を踏まえ、さらに、行政手続法の改正や他の地方自治体の意見公募
手続の動向を勘案して、対象範囲の拡大、事務手続の整理、条例化等を内容として
意見公募手続の条例化における基本的な考え方をまとめました。
　この基本的な考え方に対し、意見公募手続で寄せられたご意見を十分考慮し、川
越市意見公募手続条例(案)を策定しました。

5 全体 条例の目的には「市民の権利を守るために」を忘れずに入れ
てほしい。
市民の「意見提出」についての「事務的なこと」を定めるの
みに終わらないよう、「意見を提出させた」だけで終わらな
いよう、充分に目的をはっきり掲げてほしい。

反映できない 　川越市意見公募手続条例(案)は、条例の制定によって直接実現しようとする事項
を明らかにするため、市民の市政への参加の推進と、行政運営における公正の確保
と透明性の向上を掲げています。
　なお、この条例(案)の規定では、提出意見を十分考慮し検討することを市長等の
執行機関に義務付けています。

6 全体 今回のこの意見の公表は、「取りまとめて」と断りがある
が、まとめることなく、全部そのまま公表すべきである。
このことが、今後における透明化の第一歩であると同時に、
条例化へ向けた姿勢と受け止めるべきではないか。

対応済 　提出意見は原則として提出時の意見そのものを、意見を考慮した結果及びその理
由等とあわせて公表しています。
なお、補足等が必要な意見や類似した意見は、整理又は要約しています。整理又は
要約する前の意見は意見公募手続を実施した部署に備付けています。
　また、個人に関する情報や第三者の利益に関する情報は除いています。
　条例(案)に規定する結果の公示の方法も同様のものとなっています。

【意見に対する市の考え方】

○全体
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№ 対象項目 意見内容 対応 意見に対する市の考え方
7 4 意見公募
手続の対象
範囲(2)､(3)

対象範囲に市の基本的な施策又は基本的な制度を定める条
例、市民等に義務を課し、また、権利を制限する条例を入れ
る。

記述済 　要綱では、意見公募手続の対象範囲を市の基本的な政策又は個別の行政分野にお
ける施策に係る基本的な計画等としていました。
　条例(案)では、他の地方自治体の意見公募手続の動向等も踏まえ、市の基本的な
施策又は基本的な制度を定める条例や、市民に対し、義務を課し、又はその権利を
制限する条例も対象範囲としています。

8 4 意見公募
手続の対象
範囲(3)

市税・分担金・使用料・手数料・その他も必要に応じて対象
とできるようにすべき。

反映できない 　市税、分担金、使用料、手数料等納付すべき金銭について定める条例は、市民に
対し義務を課す条例ではありますが、これらは地方自治体の財政的基盤を支えるも
のであり、また、地方自治法第７４条の直接請求においても適用除外とされている
ことから、適用除外とします。
　なお、市長等の執行機関の判断により任意の意見公募手続として川越市意見公募
手続条例(案)の手続に準じて実施することはできるものと考えています。

9 4 意見公募
手続の対象
範囲(3)

4意見公募手続きの対象範囲　(3)()内のものを除く。とある
が、なぜ除くのか、その理由の説明がない。一方的に課せら
れるのでは、市民の権利義務が剥奪されているのも同じであ
るので、すべて含むべきである。

反映できない 　市税、分担金、使用料、手数料等納付すべき金銭について定める条例は、市民に
対し義務を課す条例ではありますが、これらは地方自治体の財政的基盤を支えるも
のであり、また、地方自治法第７４条の直接請求においても適用除外とされている
ことから、適用除外とします。
　なお、市長等の執行機関の判断により任意の意見公募手続として川越市意見公募
手続条例(案)の手続に準じて実施することはできるものと考えています。

10 4 意見公募
手続の対象
範囲(4)

対象範囲を審査基準、処分基準や行政指導指針にも広げる。 記述済 　要綱では、意見公募手続の対象範囲を、市の基本的な政策又は個別の行政分野に
おける施策に係る基本的な計画等としていました。
　条例(案)では、行政手続法の改正等も踏まえ、審査基準、処分基準及び行政指導
指針も対象範囲としています。

11 4 意見公募
手続の対象
範囲(4)

(4)規則等とは、言葉の定義を示しただけのものか。規則等
も手続きの対称にするのかしないのかが分らないが、「規
則・規程は市長決済だから」と言ってきた経緯があるので、
それらもすべて対象範囲に入れるべきだ。

記述済 　意見公募手続の条例化における基本的な考え方の4 意見公募の対象範囲 に示した
とおりですが、川越市意見公募手続条例(案)でも、規則等は意見公募手続の対象と
しています。

12 4 意見公募
手続の対象
範囲(5)

本件に限らず様々な条例は「行政の裁量の余地」を含んでは
いるが、市民の権利はその「行政の裁量の余地」によって守
られることはない。市民のための条例であろうとする条例を
作るには、多くのは配慮が必要である。
本条例に関しても、今後「行政の裁量の余地」によって、市
民が不服とするような事態がおきた時に、「条例に則ってい
る」を理由に、切り捨てられることがないようにしていただ
きたい。

記述済 　裁量の余地によって、想定できなかったような事態にも対応して、不利益を救済
するような弾力的な運用が可能となることも考えられます。
　条例(案)では、対象施策等に「…掲げるもののほか執行機関等が意見公募手続を
行うことについて必要と認めるもの」との規定を掲げ、それまでに掲げられている
もの以外で意見公募手続を実施することがふさわしいと判断されるものについても
弾力的に意見公募手続を実施できるようにしています。

13 4 意見公募
手続の対象
範囲(5)

(5)・・・必要なもの　この文言は適切ではない。その理由
は、「必要ではない」との判断がされることの確実性が高
い。よって、(5)は削除して、対象範囲項目をすべて挙げる
必要がある。よって、(4)の各項目を増やすこと。

反映できない 　対象範囲に列挙されていないものでも、内容によっては、意見公募手続を実施し
たほうがよいものがあることも考えられます。
　条例(案)では、対象施策等に「…掲げるもののほか執行機関等が意見公募手続を
行うことについて必要と認めるもの」との規定を掲げ、それまでに掲げられている
もの以外で意見公募手続を実施することがふさわしいと判断されるものについても
弾力的に意見公募手続を実施できるようにしています。

○「4　意見公募手続の対象範囲」に対する意見と市の考え方
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№ 対象項目 意見内容 対応 意見に対する市の考え方
14 5 意見公募
手続の適用
除外

市民参加と協働と透明性、地方分権と行財政改革等の観点か
ら守秘義務の必要性事項を除き、意見公募手続の適用除外事
項は無くしたい。

反映できない 　意見公募手続は、行政におけるすべての事務事業を対象として実施するものでは
なく、市民生活への影響、事務執行の効率、意見公募手続の実施に見合う効果など
を考慮し、市の施策等を対象として実施するものです。
　施策等を定める手続上川越市意見公募手続条例(案)の規定が適用されない場合
や、施策等の性質や内容から判断して意見公募手続を実施することが適切でない場
合、市長等の執行機関に対して意見公募手続を義務付ける合理性や必要性が認めら
れない一定の場合について、意見公募手続を実施しないこととします。

15 5 意見公募
手続の適用
除外

5適用除外は必要とは考えるが、それはあくまで庁内規範の
範囲とすること。規則・要綱・規程・訓令・内規など庁内規
範をまず明確にして、例規集より除外し、「市民との約束に
は使わない」と断言してから、除外すること。
条例に付随する規則・規程は当然対象範囲に含むこと。

反映できない 　意見公募手続は、行政におけるすべての事務事業を対象として実施するものでは
なく、市民生活への影響、事務執行の効率、意見公募手続の実施に見合う効果など
を考慮し、市の施策等を対象として実施するものです。
施策等を定める手続上川越市意見公募手続条例(案)の規定が適用されない場合や、
施策等の性質や内容から判断して意見公募手続を実施することが適切でない場合、
市長等の執行機関に対して意見公募手続を義務付ける合理性や必要性が認められな
い一定の場合について、意見公募手続を実施しないこととします。

№ 対象項目 意見内容 対応 意見に対する市の考え方
16 6 意見公募
手続の実施

意見募集を行う際には、「市の考え方」などのあいまいな文
章をもって意見募集を行うのではなく、「条例案」とその説
明文書をもって、意見募集を行うことを明記すべきである。
現在の要綱の第５条の２（３）にある、「市民等が施策等の
案を理解するために必要と認められるもの」とあるが、これ
は必ず「条例案」を提示して意見募集を行うよう義務付ける
必要がある。

反映できない 　意見を求める施策等の案は、施策等として定める内容が具体的かつ明確に示され
ているものをいい、必ずしも最終的に定められる形式に限定しません。
　例えば、条例、規則等の場合は、法規文書として表現上一定の制約があり、分か
りにくい場合もあります（特に一部改正など）。
　このような場合には、法規文書の形式にこだわらず、市民の有益な意見や情報を
得るため市長等の執行機関が工夫して、表現上分かりやすくしたり例示を加えたり
します。

17 6 意見公募
手続の実施

6意見公募手続きの実施　審議会が準じた手続きをした場合
には、実施しない。とあるが、これがもっとも危険である。
この手続きは、審議会を一切切り離したことで条例化してお
かないと、100を超える委員会等が現存することを考えれ
ば、無限に行われなくなる恐れがあるので、これらの文言は
削除すること。

反映できない 　審議会等が意見公募手続に準じた手続を実施し、審議会等の審議等を経て施策等
を定めようとする場合には、改めて市長等の執行機関が意見公募手続を実施しない
こととするものです。
　審議会等へ市長等の執行機関が諮問等を行い、審議会等から答申を受けるだけで
は意見公募手続に準じた手続に該当しません。
　①審議会等においてあらかじめ施策等の案を公表すること。
　②意見の提出先及び意見提出期間(おおむね３０日以上)を定めて意見を求めてい
ること。
　③施策等の案は、可能な限り具体的かつ明確なものであること。
などを条件とします。

○「6　意見公募手続の実施」に対する意見と市の考え方

○「5　意見公募手続の適用除外」に対する意見と市の考え方

5



№ 対象項目 意見内容 対応 意見に対する市の考え方
18 6 意見公募
手続の実施

次に揚げる場合は実施しない。とあることの中で、実施しな
かった理由は、後で説明するとあるが、こんないい加減な理
由はない。すべて先にすべきである。少なくとも、計画や条
例が決定した後で、理由を説明されたのては、市民は動きよ
うがない。失礼だがこんなばかげたことは許されない。

反映できない 　施策等を定める上で意見公募手続を義務付ける合理性や必要性が認められない、
また緊急に施策等を定めなければならないなどの場合については、意見公募手続を
実施しないこととします。しかし、このような場合でも、施策等を定める趣旨を明
らかにするため、また、公正の確保と透明性の向上を図る趣旨から、市長等の執行
機関が恣意的に運用することなく、妥当性を市民が検証できるようにするため、そ
の旨を公示することとしています。
　公示の時期については、公布までの期間の短いものもあること、定めた施策等に
ついての説明責任を果たす趣旨であることなどから、意見公募手続を実施して定め
た場合と同様に公布と同時期としています。

19 6 意見公募
手続の実施

実施機関に裁量の余地がない場合、とあるが、法が改正され
た場合でも一定の裁量が存在するのは常識である。それを
「ない」と言い切る根拠を示してほしい。

その他 　法定受託事務や事務処理の特例条例に基づく事務を市が処理する場合には、国や
県などが定める事務処理基準等を踏まえて統一的な運用を図る必要があります。こ
の場合には市で施策等を定める場合でも実質的に市の裁量の余地がないため意見公
募手続を実施する実益が少ないことから、意見公募手続を実施しないこととするも
のです。

№ 対象項目 意見内容 対応 意見に対する市の考え方
20 8 提出され
た意見の考
慮

8提出された意見の考慮　「十分に考慮します」という紋き
り調でなく、真摯に受け入れる姿勢が読み取れる言葉に変更
すべきである。

記述済 　この項目は、提出された意見を踏まえて施策等の内容をよりよいものにしていく
ため、市長等の執行機関が提出された意見の内容を考え、施策等に反映することが
できるのか、又、反映する場合にはどのように反映すべきかについて十分検討する
よう義務付けるものです。

№ 対象項目 意見内容 対応 意見に対する市の考え方
21 9 結果の公
表等

公募した意見は削除しないでそのまままとめたものと集約し
たものを作成して、関係委員会委員又は審議会委員に配布す
る。また、すべての意見を市民に情報公開する。

記述済 　提出された意見は、個人に関する情報や第三者の利益に関する情報を除き、原則
としてすべて公表します。
　なお、提出された意見と市の考え方を分かりやすくするため、補足等が必要な意
見や類似した意見がある場合には、適宜整理又は要約するものとしています。

22 9 結果の公
表等

公募した意見に対する回答は提案者個々に行なわず、情報公
開を行ないたい。

記述済 　意見公募手続の目的の一つに、施策等の策定過程における情報を公表し、提出さ
れた意見を考慮して施策等を策定することにより、行政運営の公正の確保と透明性
の向上を図ることがあります。
　提出意見に対して個別回答は行わず、意見を考慮した結果及びその理由等は施策
等の担当課への備付けや市のホームページへの掲載等により公表します。

○「8　提出された意見の考慮」に対する意見と市の考え方

○「9　結果の公表等」に対する意見と市の考え方

○「6　意見公募手続の実施」に対する意見と市の考え方
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№ 対象項目 意見内容 対応 意見に対する市の考え方
23 募集案以外
の意見

市民参加と協働を図るためには、意見公募範囲を広くし、行
政の思考により作成した原案ありきではなく、原案の作成当
初から「市民参加（公募）の会議」で議論し、作成したもの
を基に意見公募を行ないたい。

反映できない 　市の施策等について初期の原案作成段階から市民参加を図ることも、定めようと
する施策等の性質によっては考えられるところです。しかし、行政におけるすべて
の事務事業についてそうした手法を採ることは現実的ではありませんので、市民生
活への影響、事務執行の効率、実施に見合う効果などを考慮して検討していく必要
があります。

24 募集案以外
の意見

意見公募に先立ち、「市民参加の会議」の経過と結果、行政
の考え等について、原則として市民説明会の開催を行ないた
い。

反映できない 　市の施策等について策定過程で市民説明会を開催することも、定めようとする施
策等の性質によっては考えられるところです。しかし、行政におけるすべての事務
事業についてそうした手法を採ることは現実的ではありませんので、市民生活への
影響、事務執行の効率、実施に見合う効果などを考慮して検討していく必要があり
ます。

25 募集案以外
の意見

自治基本条例に意見公募手続の基本的な事項を盛り込んで策
定したい。

その他 　自治基本条例など、市民参加を進めるための条例について現在検討を進めていま
す。市民参加を進めるための条例で包括的に市民参加の方法を規定し、川越市意見
公募手続条例(案)を具体的な手続のひとつを規定する個別条例と位置付けることも
考えられますので、引き続き検討していきます。

○募集案以外の意見と市の考え方
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№ 対象項目 「基本的な考え方」と条例(案)との変更点 その理由
1 2 意見公募手続を実施
する市の機関(実施機
関)

意見公募手続を実施する執行機関等に、「これらに置かれる機関又はこ
れらの機関の職員であって法律若しくは条例等により独立に権限を行使
することをみとめられたもの」を加えました。

　市長等の執行機関以外にも、社会福祉事務所長や保健所長等は法令や事務
委任により一定の事務事業の執行権限を有し、許認可等の判断基準（審査基
準といいます。）や免許の取消し等をする場合の判断基準（処分基準といい
ます。）を独自に定める権限があります。
　また、行政指導は、行政庁内部に設置された組織や、独立に権限を行使す
ることが認められた職員も行うことができるため、行政指導を行う場合の方
針、基準（行政指導指針といいます。）を定めることがあります。
　意見公募手続では、審査基準、処分基準及び行政指導指針も対象としてい
ることから、これらを定める権限を有する機関や職員を執行機関等に含める
ものとしました。

2 3 意見公募手続により
意見を提出できる者

意見を提出できる者の要件のうち「機関が行う事務事業に関して利害関
係を有する」を「施策等の案に関し利害関係を有する」としました。

　規定する内容をより明確にするため表現を改めました。

3 5 意見公募手続の適用
除外

法令に意見聴取手続が定められている計画、条例については、意見公募
手続を実施せずその理由等を公表することとしていましたが、意見公募
手続の適用除外とすることに改めました。

　都市計画法の都市計画の案の縦覧の規定など、法令に別段の意見聴取手続
の実施が義務付けられている場合、二重に手続を実施することは事務の効率
性の観点からも適切ではないと考えられるため、意見公募手続を実施しませ
んが、この場合実施しない理由等は当該法令の規定により明らかであること
から、理由等の公表を不要としました。

4 5 意見公募手続の適用
除外

地方自治法第74条第1項の制定改廃の直接請求があった条例について
は、意見公募手続の適用除外としました。

　地方自治法第７４条第１項の規定により選挙権を有する住民の５０分の１
以上の連署をもって条例(市税、分担金、使用料、手数料等に関するものを除
く。)の制定改廃の請求があった場合は、市長は２０日以内に意見を附けて議
会に付議しなければなりません。
　この場合、意見公募手続を実施しても提出意見を反映することはできず、
また、期間も限られていることから、直接請求のあった条例は意見公募手続
の適用除外としました。

5 6 意見公募手続の実施 計画、条例について意見公募手続を実施しない場合として掲げた「実施
機関に裁量の余地がない場合」を「法令又は国の機関若しくは他の地方
公共団体が定める基準等と実質的に同一の施策等を定めなければならな
いとき。」としました。

　規定する内容をより明確にするため表現を改めました。

6 6 意見公募手続の実施 規則等について意見公募手続を実施しない場合として掲げた「利害関係
者と公益代表者で構成される審議会等の議を経て規則等を定める場合」
を削りました。

　該当する規則等がないことからこの項目を削りました。

【「基本的な考え方」と条例（案）との変更点及びその理由】
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