
 資料１０　市民参加制度に関する市職員アンケートの結果
平成15年6月実施

Ｑ１ 回答者の役職
部長職 課長職 主査職 係員 計

回答者 3 18 33 33 87

全体 18 63 120 239 440

回答率 16.7% 28.6% 27.5% 13.8% 19.8%

Ｑ２ １４年度に市民参加手続に関わったかどうか
関わった 関わっていない 計

44 43 87

（上の内訳）

審議会 19

パブリックコメント 6

ワークショップ 6

その他 8

計 39

Ｑ３ 市民参加手続に関わってみて感じたプラス効果（Ｑ２で「関わった」と回答した者；複数回答）
選　　　　択　　　　肢 回答数 割合 回答数グラフ

より良い政策決定ができた 4 4.7% ●●●●

充分な情報提供・情報共有ができた 17 19.8% ●●●●●●●●●●●●●●●●●

職員自身の政策理解度が深まった 7 8.1% ●●●●●●●

実施段階で市民の抵抗・反発の軽減 8 9.3% ●●●●●●●●

議会や市民等への説明が容易になる 16 18.6% ●●●●●●●●●●●●●●●●

市民の考えを知ることができた 9 10.5% ●●●●●●●●●

業務を計画的に進められた 1 1.2% ●

業務のやりがい・達成感を味わえた 0 0.0%

決定に対するお墨付きが得られた 12 14.0% ●●●●●●●●●●●●

その他 7 8.1% ●●●●●●●

プラス効果は特になし 5 5.8% ●●●●●

計 86 100.0%

（その他の内容）

Ｑ４ 市民参加手続のプラス効果とコストとの比較について（Ｑ２で「関わった」と回答した者）
選　　　択　　　肢 回答数 割合 回答数グラフ

効果はコストを上回る 12 28.6% ●●●●●●●●●●●●

効果はコストとほぼ同じ 5 11.9% ●●●●●

効果はコストを下回る 14 33.3% ●●●●●●●●●●●●●●

分からない 11 26.2% ●●●●●●●●●●●

計 42 100.0%

審議会のための勉強が結局自分のためになった

要望・要求であり従来と変わらない

計画策定での市民参加は必要であるが、実施に係る市民参加の方がより必要

市の行政運営をスムーズに展開できるようになったと考えられる

非公開の審議会なので特に市民の意見を聴くことはないが、結果をＨＰやあい・ボード、広報誌等で情報提供
することは市民からの審議会選考にあたり不平不満は軽減されると思う
以前ではあまり考えていなかった市民へのわかりやすい情報提供、必要な情報提供といったことを様々な手
続きの際に考えるようになってきた



 
＜会議予定未公表審議会等とその理由＞ 
 
事 務 局 
担 当 課 

審議会等の名称 未公表の状況 公表できなかった理由 再 発 防 止 対 策 

総 務 課 政治倫理審査会 １回開催のうち、

１回目 
手続が必要であることをまったく認

識していなかった。 
 特に再発防止対策を講じてい

ない。 
市民の声を聴

く課 
男女共同参画推進委員会 ３回開催のうち、

３回目 
 手続が必要であることは認識してい

たが、時期的に業務が輻輳し、他の業務

に没頭して手続を怠った。 

 再発防止対策として、担当に

詳細な予定表の提出を求め、チ

ェックシートを作成し、漏れの

ないようにすることとした。 
国民健康保険

課 
国民健康保険運営協議会 １回開催のうち、

１回目 
手続が必要であることをまったく認

識していなかった。 
再発防止対策として、課員等

がお互いにチェックし合うこと

を心掛けることにした。 
市民生活課 コミュニティセンター運営

委員会 
２回開催のうち、

１回目 
手続が必要であることをまったく認

識していなかった。 
 再発防止対策として、課員等

がお互いにチェックし合うこと

を心掛けることにした。 
農水産課 新農業振興計画策定協議会 ６回開催のうち、

３回目 
当時の担当主査に確認したところ、記

憶は薄いが、開催日程が直前まで決まら

なかったために手続を取れなかったと

の回答を得たが、書類で確認したとこ

ろ、開催日程は開催日の１２日前に決定

していたことが判明した。 

 特に組織的な防止対策は取ら

れていない（当該協議会は臨時

設置によるもの）。 



管 理 課 石狩市立小学校及び中学校

通学区域審議会 
４回開催のうち、

１回目 
手続が必要であることをまったく認

識していなかった。 
 再発防止対策として、課員等

がお互いにチェックし合うこと

を心掛けることにした。 
社会教育課 社会教育委員会議 ３回開催のうち、

１回目 
手続が必要であることをまったく認

識していなかった。 
 再発防止対策として、課員等

がお互いにチェックし合うこと

を心掛けることにした。 
公 民 館 公民館運営審議会 ３回開催のうち、

１回目 
手続が必要であることをまったく認

識していなかった。 
 再発防止対策として、課員等

がお互いにチェックし合うこと

を心掛けることにした。 
文化財・博物

館開設準備室 
文化財保護審議会 ３回開催のうち、

２回目 
手続を行うことをすっかり忘れてし

まっていた。 
 再発防止対策の一つとして、

日程にゆとりを持った運営に努

めることにした。 
海洋センター Ｂ＆Ｇ海洋センター運営委

員会 
３回開催のうち、

１回目 
手続が必要であることをまったく認

識していなかった。 
 再発防止対策として、課員等

がお互いにチェックし合うこと

を心掛けることにした。 
※平成１５年 8 月 18 日、事務局担当課（当時の担当者）に対する聴取により作成 



＜公共施設使用料減免規定（標準パタ－ン）の運用状況＞ 
項 区                       分 減免率 運  用  解  釈 
１ 市が公用で使用する場合 10／10  

(1) 文化協会、体育協会その他教育委員会が

別に定める全市的な団体が主催する場

合 
(2)スポーツ少年団、こども会その他中学生

以下の教育を目的とする団体のうち、その

構成員の８割以上が中学生以下の団体が

使用する場合 

10／10  規程は設けていない。申請があった場合

は別紙「減免実務提要」などを参考に個別

具体的に判断。 
 
 規程は設けていない。申請があった場合

は別紙「減免実務提要」などを参考に個別

具体的に判断。 

(3)文化協会または体育協会に加盟している

団体が使用する場合 
(4)前号の加盟団体に登録している団体が使

用する場合 
(5)前各号に掲げるもののほか、教育委員会

が別に定める団体が使用する場合 

5／10  
 
 
 
 規程は設けていない。申請があった場合

は「石狩市社会教育関係団体登録要綱」に

基づき登録されている団体か否かで判断。 

２ 市内の社会教育関係団体が本来

の活動のために使用する場合 

        
３ 市内の幼稚園及び保育園（市が設置するものを除く。）が公益を目的として使用

する場合 
10／10  

４ 教育委員会が別に定める福祉関係団体が本来の活動のために使用する場合 10／10  
(1)連合町内会連絡協議会が使用する場合 10／10  ５ 

 
 

市内の自治会及び町内会が使用

する場合 (2)前号に掲げるもの以外の団体が使用する

場合 
5／10  

６ 身体障害者等（介助者を含む。）が一般開放個人使用する場合 10／10  
(1)公益性が認められる場合で教育委員会が

別に定めるもの 
10／10  規程は設けていない。申請があった場合

は個別具体的に判断。 
７ その他教育委員会が認める場合 

(2)前号に掲げるもの以外のもの 5／10  
 



減免実務提要 

 

１. 市が公用で使用する場合 

 

 

消防団が訓練大会の練習

のため使用する場合 

 

 

問  消防団（分団）が石狩消防訓練大会で実施する訓練の練習に使用する場合は、

市が公用で使用するものと同様に１０割減免と考えてよいか. 

答  消防団は消防組織法に基づき市町村が設置する消防機関です。石狩市の消防

事務については、他の地方公共団体と一部事務組合を設置して共同処理を行っ

ていますが、消防本部を除く消防機関（各消防署や消防団）については、市町

村ごとの独立性が高く、市町村の機関と同様に扱うことが適当と思われます。 

このことから、消防団の訓練で公共施設を使用する場合は、市が公用で使用

する場合に含むものと考えます。 

なお、設問の訓練大会の練習についてですが、大会への参加やそれに向けた

練習そのものが消防団の訓練活動と判断して差し支えありません。 

 

 

２. 社会教育関係団体が本来の活動のために使用する場合 

 

 

スポーツ少年団（単位団

体）の対外試合での利用 

 

 

問１ スポーツ少年団（単位団体）が利用する場合は、１０割減免となっているが、

隣接市のチームを招いて試合を行う場合は減免してよいか。 

２ スポーツ少年団（単位団体）が大会を主催した場合はどうなのか。 

答１ 練習などの活動で１０割減免が適用されているスポーツ少年団の場合におい

て、対外試合も練習活動の一環と考えて差し支えないでしょう。 

２ 大会の目的等にもよりますが、一般的には減免適用となる単位団体がその活

動の一環として大会を主催しているのであれば、同様に減免して差し支えない

と考えます。 

なお、別な組織が主催している大会に減免団体が単に参加している場合では、

このことをもって減免することは不適当です。 

 

社会教育関係登録団体

（５割減免適用）が中学

生以下を対象とした事業

を行う場合 

 

問  社会教育関係団体に登録している囲碁クラブ（５／１０減免）が中学生以下

を対象に囲碁指導のイベントを行う場合は、スポーツ少年団等中学生以下が主

体の団体と同様に１０割減免としてよいか。 

答  減免基準における団体の区分は、反復継続される団体の活動について、その

目的や内容の公共公益性や経済力を斟酌して定めたものです。１０割減免が適

用されるスポーツ少年団等の中学生以下が主体の社会教育団体については、団

体活動を通じて青少年の健全育成が大きく図れること、中学生以下は基本的に

収入がないことから、市としては使用料の１０割減免をもって、円滑で継続的

な活動を支援し、団体育成に努めているものであります。ですから、他の団体
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減免実務提要 

 

組織が単に中学生以下を対象とした事業を行うといっても、このことをもって

同様の１０割減免を講ずる必要はありません。 

設問の場合についてですが、青少年への囲碁指導は囲碁の普及促進の一環で

もあり、社会教育関係団体においては一般的に行われる活動内容ともいえます。

このことから、その団体の通常の活動と判断し、５割減免が適用される団体で

あれば、そのまま５割減免とすべきものと考えます。 

 

子どものグループと大人

のグループが混在する社

会教育関係団体の減免適

用 

 

 

問  社会教育関係登録団体（５割減免）の太鼓同好会のうち、大人のグループの

ほか、大人が指導育成している子どものグループと混在しているものもあるが、

その場合は子どものグループが使用する場合のみ１０割減免とすべきか。 

なお、団体構成における子どもと大人の比率はほぼ半々となっている。 

答  減免基準における団体の区分は、反復継続される団体の本来の活動について、

その目的や内容の公共公益性等を斟酌して、団体ごとに分類し減免率を定めた

もので、一つ一つの活動ごとに適用される減免率を変えるものではありません。 

設問の場合についても、子どものグループが別の団体として独立しておらず、

大人の指導の下での子どもグループのみの活動であるのか、あるいは大人と一

緒の活動であるのかを客観的に判断することが困難であること、また、青少年

に対する指導は郷土文化芸能の保存振興の一環でもあり、基本的に社会教育関

係団体における一般的な活動であることから、その団体の通常の活動と判断し、

５割減免が適用される団体であれば、そのまま５割減免が適当と考えます。 

なお、スポーツ少年団など中学生以下が主体の社会教育団体を１０割減免と

しているのは、団体活動を通じて青少年の健全育成が大きく図れることと、中

学生以下が基本的に収入がないことを勘案し、使用料の１０割減免をもって、

それら青少年団体の円滑で継続的な活動を支援し、育成を図ろうとするもので

す。 

 

１０割減免が適用される

全市的な団体の減免対象

範囲 

 

 

問  教育委員会との協議により１０割減免とした全市的な社会教育団体が所属す

る全道的組織（いわゆる上部団体）の大会が石狩市で開催されることになった。

主催は上部団体である全道組織であるが、市内団体は主管として実質的な主催

者であり、準備のほか経費負担も負っている状況にある。大会の内容も当該団

体の本来活動に該当することから１０割減免を適用して差し支えないか。 

答  減免基準は、市内各団体の公共公益性や経済力を斟酌して、①その団体が主

体であること（主催）、②団体の本来活動であること（使用目的）を判断基準

として使用料の減免を行うことにより団体等の市民活動を促進しようとするも

ので、判断基準となる２つの要素については厳格な運用が必要であり、安易な

拡大解釈は減免の趣旨を曖昧にし、制度崩壊を起こすおそれがあります。この

ことから、基本的には事情の如何にかかわらず減免適用団体が主催者でない以

上、減免の対象外とすべきものです。 

なお、設問についてですが、全道大会の市内開催といった臨時的な事業が行
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減免実務提要 

 

われる場合は、それぞれの事業ごとに公共公益性を検討の上、必要があれば補

助金の交付による市の支援は可能と思われます。 

 

減免適用団体が参加して

いる事業の取扱い 

 

 

問  市内のダンス同好会（社会教育団体として５割減免適用）が加盟している札

幌アマチュアダンス連盟主催の全道大会が市内で開催されるが、これは減免の

適用外と考えるがいかがか。 

答  お見込みとおり。 

 減免基準は、市内各団体の公共公益性や経済力を斟酌して、①その団体が主

体であること（主催）、②団体の本来活動であること（使用目的）を判断基準

として使用料を減免することにより団体等の市民活動を促進しようとするもの

で、判断基準となる２つの要素については厳格に運用する必要があります。 

このことから、減免適用団体が単に参加・関与（共催・後援・主管）したことをも

って、減免となるものではありません。 

 

 

５. 自治会・町内会が使用する場合 

 

 

自治会町内会の範囲 

 

 

問  連合町内会婦人部主催のバザーがコミュニティセンターで開催されるが、こ

の場合、連合町内会が主催したものと考えて５割減免を適用してよいか。 

答  お見込みのとおり。 

町内会や連合町内会では、組織運営上、部などを設置して事業を推進してい

るところも多いですが、これは組織内の業務分担であり、自治会が主催してい

るものと何ら変わるものではないと考えます。このことから、設問にあるよう

な自治会内部の業務執行組織も自治会・町内会とみなします。 

なお、これと同じような扱いをするものとして、体育協会に加盟しているの

は単位競技ごとに各団体が結成した連盟になっていますが、連盟傘下の団体に

ついても協会加盟団体とみなすものです。 

 

８. その他市長が認める場合 

 

 

中文連の主催者の範囲 

 

 

 

 

 

 

問  この度、中文連学芸発表会が開催されるが、主催者は石狩市中学校行事部と

なっている。この主催者を中文連の実行委員会とみなして、１０割減免を適用

してよいか。 

答  お見込みのとおり。 

   １０割減免を適用しようとする「中文連の実行委員会」とは、中文連事業の

主催者を包括した記述と考えて差し支えありません。  
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減免実務提要 

 

 

市が構成員に含まれる実

行委員会主催の減免 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内会等が街区公園で夏

祭りを開催する際の公園

使用料の減免 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問  実行委員会が主催する場合で、市（市教育委員会）が構成員となっているも

のは、市が主催しているものと同様に１０割減免と考えてよいか. 

答  イベント事業などでは、市のみならず市内団体や市民を含めて全市的な事業

展開を図るため、実行委員会形式によって取り進められることがよくあります。

このような場合は、手法として実行委員会主催となっていますが、市が主催し

ている事業と同様の公共・公益性があると考えられます。市が構成員となって

いる実行委員会が主催するもの全てを同様に取り扱うかどうかは、実行委員会

における市の関わりを斟酌して判断することになりますが、少なくとも実行委

員会の代表者が市長であったり、市民文化祭や消費者まつりのように開催経費

の大半を市が負担している場合については、公共性が高いものと判断して１０

割減免をすることは差し支えないと思われます。 

 

問１ 町内会が地域内の公園で開催している夏祭りや運動会について、従前では公

園使用料を１０割減免していたが、今回の改正（H15.4）後も１０割減免できる

のか。 

２ また、地域によっては、主催が町内会ではなく商店街が行っている場合もあ

るが、この場合も同様と考えてよいか。 

答１ 都市公園条例では、市長の許可を得て公園の全部又は一部を独占して競技会

や展示会などの催しや興行をする場合には、公園使用料（都市公園条例第４条

に基づく使用料。第１７条の有料公園施設使用料とは別）を納付する必要があ

ります。質問のケースは、街区公園が本来有する公共公益性に対し、町内会が

行う催しがどの程度の公共公益性を有するか、ということになろうかと存じま

す。 

そもそも街区公園は、主として街区内に居住する者の利用に供することを目

的とする都市公園で、誘致距離の標準を２５０メートルとして配置するもので

あり、利用する者の多くは町内会規模の範囲内に居住する者になろうかと存じ

ます。 

また、当該地域の中心的コミュニティ組織である町内会が、地域住民を対象

とした運動会や夏まつりを開催することについては、街区内に居住する公園利

用者が一堂に会して共同利用している一形態とも考えられ、地域住民を利用対

象者している街区公園の設置目的から考えて、通常の公園利用と同じく公共公

益性を有するものと考えることが自然であり、公園を会場として催しを行う以

上その行為に対する市長の許可を受ける必要はありますが、使用料を１０割減

免することは差し支えないものと考えます。 

２ 地域によっては、町内会ではなく、商店街などが地域のイベントを主催するケ

ースも見受けられますが、その目的が商店街の販売促進などではなく、町内会

主催と全く同様に純粋に地域コミュニティの醸成や振興が目的である限り、同

様に取り扱っても差し支えないものと考えます。 
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減免実務提要 

 

 

道教委が主催となってい

る高体連の大会の減免 

 

 

 

問  本市で高体連サッカー道予選大会が開催されるが、主催は、道高体連のほか

に道教委も加わっている。減免基準では、高校が教育活動の一環として使用す

る場合は５割減免、道など他の地方公共団体が市民を対象にした事業を主催す

る場合１０割減免となっている。本件はいずれの減免率とすべきか。 

答  他の地方公共団体が主催する場合で１０割減免となるのは、市民を対象とし

た事業等を想定したものであり、質問の場合においては、石狩市民を対象とし

て実施されるものとは解されません。よって高校の教育活動の一環として使用

する場合として５割減免を適用すべきものと考えます。 

   なお、減免の統一基準の策定にあたっては、義務教育課程で原則収入のない

中学生以下を１０割減免とし、高校生以上の年齢層と一線を画すことを基本的

な考え方としております。本件を仮に１０割減免とした場合、５割減免となる

高校の教育活動との相違は曖昧となり、高校生が１０割減免へと減免が安易に

拡大される危険性もあります。 

 

私立幼稚園振興会が開催

する幼児教育シンポジウ

ム 

 

問  石狩市私立幼稚園振興会が、幼児・児童教育シンポジウムを開催することと

なったが、この場合、公共公益性も高いことから減免してよいか。 

答  団体の減免については、反復継続される団体の活動について、その目的や内

容の公共公益性、また経済力を斟酌して定めたもので、円滑で継続的な活動を

支援し、団体育成を通じて市民活動を促進しようとするものです。ですから、

一つ一つの活動（事業）ごとに、団体に関わらず公共公益性の高ければ減免措

置を講ずるというものではありません。 

設問場合は、確かに公共公益性の高いと思われますが、①臨時的な事業のみ

に対する減免要望であること、②事業実施にあたって減免が必要不可欠となる

ような経済的理由が定かでないことから、この状況だけでは減免の必要性は特

段見受けられないと考えます。 

 

企業組合が主催する冬期

技能講習会 

 

 

問  ○○○企業組合主催の冬期技能講習会が開催されるが、減免基準に趣旨から

すれば減免対象外と考えるがいかがか。 

なお、この事業は非常に公共公益性が高く、市の施策上推進すべきものとは

思えるが、公共施設以外の他会場の開催については、主催者が会場借上料を負

担しており、公共施設使用の時だけ減免しても行政効果はさほど上がらないも

のと考える。 

答  お見込みのとおり。 

 

福祉芸能チャリティーの

減免 

 

 

問  社会福祉協議会や文化協会などが実行委員会形式により開催する福祉芸能チ

ャリティーについて、５割減免を講じてよいか。このチャリティーは、入場料

を取っており、売り上げは社会福祉協議会や文化協会に寄付されている。 

 なお、市としては従前から５割減免を措置してきた。 
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減免実務提要 

 

 6

答  全市的な公共的団体（１０割減免適用団体）が複数参画した実行委員会によ

る全市的なチャリティーでもあり、市が支援する必要性は十分理解できます。 

なお、チャリティー収益の寄付先が社会福祉協議会や文化協会であることを

考えれば、公共的団体が共同で実施する自主財源確保の事業でもあり、総合的

に判断して１０割減免ではなく設問のとおり５割減免が適当でしょう。 

 

 



 

 

 

 

市民参加手続運用マニュアル Ver.1.0 
（石狩市企画財政部市民参加担当） 

 
 

目   次 
 

１ 市民参加手続の流れ ------------------------------------------------------------------------２ 
２ 情報公表マニュアル ------------------------------------------------------------------------５ 
３ 審議会マニュアル ---------------------------------------------------------------------------７ 
４ パブリックコメント手続マニュアル ---------------------------------------------------９ 
５ 内部検討の心構え ---------------------------------------------------------------------------１１ 
（参考）パブリックコメント実施要領（例） ---------------------------------------------１２ 

 

 

 
―――使用上の注意――――――――――――――――――――――――――――――――― 
市民の声を活かす条例と同様、このマニュアルは最低基準を示したものです。マニュアルに書い

ていないからやらなくて良いと解釈せずに、市民の声を活かす条例の趣旨・目的により即した市

民参加手続の方法を工夫してください。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 



１ 市民参加手続の流れ 
 

 
１－１ 市民参加手続の全体的な流れ 

「市民参加手続」とは、行政上の決定に市民の意見を活かす目的で、その企画立案段階において、

事前に期日や方法などを定めて市民意見を聴くことをいい、具体的な方法は多様。ここでは代表例とし

て、審議会等、パブリックコメント、公聴会、その他の市民参加手続の進め方をフローチャートで示した。 

 2

の心構え】へ

【５ 内部検討

※「公表」については【２ 
情報公表マニュアル】へ 

事業の実施・議会への提案など 

答申内容、ＰＣ意見、公述人等意見などを踏まえ、市役所内部で検討 
・市民参加手続実施部署だけでなく、オール市役所体制で検討する 
・市の規定方針に反するような意見でも実現可能性を検討する 

自発的な提
案、要望、苦
情（条例目的
に合うもの） 

・どのような意見をどのようなプロセスで検討し、どういう理由で市役
所の決定に反映された（されなかった）かを公表 

検討終了、市役所としての最終決定 

審議会等に付議する 

【３ 審議会マニュアルへ】 

パブリックコメント
（PC）を実施する 

【４ パブリックコメン
ト手続マニュアルへ】 

公聴会を 
実施する 

その他の市民参加手

続（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、意見

交換会など）を実施

する 

既存審議会に
付議する 

新規審議会を
立ち上げる 

構成員を決定 
・原則公募制導
入 

・男女比等に
配慮 

諮問；諮問事案を公表 

公開する会議は予定を公表 

会議開催 
・原則として公開 
・終了後は必ず議事録作成 

答申；必要に応じて答申内容公表 

必要に応じて審議経過を公表 

実施要領決定 
・意見募集期
間は１月以
上（１月未満
となるときは
理由を公表）

・意見の多様
な提出方法
認める

 

 

次の事項を公
表し、PC 実施 
・事案の内容 
・市の原案等 
・意見の提出
先、提出方
法、期限等 

・意見提出者
の範囲

・検討結果公
表予定時期
など

 

 

ＰＣ手続終了 

次の事項を公
表し、公述人
を募集

・公聴会の日
時、場所 

・事案の内容 
・市の原案等 
・公述人の資
格、申込期限 

・検討結果公
表予定時期
など

 

 

公聴会実施 
・毎回必ず調
書作成 

公聴会終結 
・必要に応じ
調書等公表 

特別の事情が
ない限り、期日
の１月以上前
に次の事項を
公表する

・事案の内容 
・市民参加手
続の内容、日
時、場所 

・市の原案等 
・手続参加資
格 
検討結果公
表予定時

 

・
期

など 
 

市民参加手続
終了 

市民参加手続の方法と時期を決める 

が決まる。 うことる行政活動を行該当す市民参加手続実施基準に



１－２ 市民参加手続実施基準 
 

条例、規則等の規定のうち次の条項の制定又は改廃。ただし、規則等で定める場合は適用除外と

する。 

(1) 分担金、使用料、加入金、手数料などの額、市税の税率及び介護保険料の料率並びにそれら

の減免等について定める条項 

(2) 権利の制限又は義務の付加について定める条項 

(3) 公益上の見地から市民が遵守すべき事項、果たすべき役割等について定める条項 

(4) 公の施設の利用方法について定める条項 

(5) 市政に関する情報開示や説明等を請求する権利について定める条項 

 

 

 

・法令により条項の内容が制約される場合（標準事務手数料を政令額に定めるなど） 

・他の事例などにならうことが、公益を図る上で明らかに合理的と認められる場合 

（ライフライン施設などの維持管理に必要な利用上の制限を設けるなど） 

・条項に実質的な変更が生じない場合 

１ 

 

市の計画（人事、財政及び市役所内部だけに関係する計画を除く。）の策定、改定又は廃止。ただ

し、規則等で定める軽微な改定は適用除外とする。 

計画策定時からの状況変化を反映するための計画改定で、主要な内容の変更がないもの 

２ 

 

公共施設の設計の概要の決定。ただし、規則等で定める場合は適用除外とする。 

 

 

・道路、普通河川、市営住宅、上下水道のうち、市民の関心が高いなど特別の事情がないも

の 

・公共施設を作る際には、設計概要の決定の際に市民参加手続をするかどうかにかかわら

ず、付近住民に対して十分な説明と配慮をする。 

３ 

 

４ 
良好な環境の保全など公益上の必要により行う行政指導の内容の決定又は改廃 

次のいずれかに該当する法人に対する出資の予算立案 

(1)資本金等の総額の５０％以上を市が出資する法人 

(2) 市の出資総額が規則で定める額を超える法人 

 １千万円（地方公共団体に対する出資は除く）  

５ 

 

６ 
市の区域に適用される国や北海道の規制の設定やその改廃に際し、市役所が法律上の根拠に基

づいて行う意見の表明。ただし、市民が意見を述べる機会が別に設けられる場合は、適用除外と

する。 

７ 
その他市民の関心が高いこと、市民生活に大きな影響があること等の事情により市民参加手続を

行う必要があると認められる行政活動 

※ 上記１～６の具体例は、電子掲示板（市民参加制度）に掲載している。 

※ 当分の間、規則の適用除外条項に該当すると思われるものは、市民参加担当に相談すること。 
※ 緊急に決定する必要があるときなどは、事後に決定の内容・理由等を公表して市民参加手続をパ

スすることができる。この場合は、その事案の処理方針の決定書に、市民参加手続を行うことができ

なかった理由を明記する。                   参照；条例５条、別表、条例施行規則（点線枠内） 

フローチャートに戻る 
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１－３ 市民参加手続の方法と時期 

・ 市民参加手続の方法と時期は、所管課（部）が次の要件を踏まえて判断する。 

・ 特に重要な案件や検討に時間を要するような場合は、実質的な検討に着手する前に、一連の検

討スケジュールと市民参加手続の方法・時期についての決定を受けること。 

１ 

全般的事項 

(1) 特に重要な案件は、複数の市民参加手続を組み合わせて行うよう配慮

する。 

(2) その案件から重大な影響を受ける者がいるときは、直接意見聴取等する

場合を除き、その者が意見を表明できる方法の市民参加手続を行う。 

２ 

市民参加手続の内容

に関するガイドライン 

(1) 審議会 

・ 専門的な判断、特に強い中立性又は利害関係者同士の調整が求めら

れ、かつ、委員による検討結果を聴くことが必要なときは、審議会等にか

けるのが原則。 

・ 広い範囲の市民に影響が及ぶ案件について審議会にかける場合は、委

員公募制とするか、パブリックコメントを併用するのが原則。 

(2) パブリックコメント手続 

・ 他の市民参加手続を行うとき以外は、パブリックコメントを行う。 

・ 複数の市民参加手続を行うときは、その中にパブリックコメントを含める。

(3) 公聴会 

・ 市役所の方針への反対意見・賛否の意見があり、その主張者から意見

の趣旨を公開の場で聴く必要があるときは、公聴会を開催するのが原則。

(4) ワークショップなど協働型の市民参加手続 

・ 検討の早い時期から市民参加手続を行う場合には、ワークショップなど

協働型の市民参加手続を行うことを検討する。 

３ 

市民参加手続の時期

に関するガイドライン 

市民参加手続を検討のどの時期に行うかは、次の状況を総合的に検討して

決定する。その場合、市役所の決定に活かせるようなタイミング、つまり、市

の方針が確定し、反対意見などがあってもそれを考慮する余地がないよう

な状況になる前の段階で市民参加手続をすることが最低条件となる。 

(1) 行政活動の意図や背景が広く理解されているか。 

(2) 検討に必要な情報をどれだけ正確に提供できるか。 

(3) その行政活動に市民の積極的な支持がどの程度必要か。 

(4) 市民の個人的な価値観と公益をどのように調和させることが必要か。 

参照；条例施行規則 

 

フローチャートに戻る 
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２ 情報公表マニュアル 
 
 

２－１ 公表の方法 
市民の声を活かす条例でいう「公表」とは、次のすべての方法により市民に周知することを

いう。ただし、これら以外に効果的な周知方法（町内会回覧など）があれば、その方法による

こともできる。 

（１）情報公開コーナー、担当窓口での資料の供覧・配布 

（２）市内主要施設に設置する掲示板への掲載（概要公表も可） 

（３）広報いしかりへの掲載（事後公表、概要公表も可） 

（４）石狩市ホームページへの掲載（概要公表も可） 

※同時に報道機関への情報提供等も行う。 

 

２－２ 公表が必要な場合 

項         目 公表時期 条例条項 ﾊﾟﾀｰﾝ 

やむを得ない理由で市民参加手続を行わなかった場合の公表 事後すみやかに 5条2項 通常 

市民参加手続に提出された意見の検討結果等の公表（例外あり） 検討終了後速やかに 7条2項 通常 

市民参加手続の当年度実施予定・前年度実施状況の公表 毎年最低１回 9条 Ａ 

審議会等委員の氏名、選任区分、肩書、公募委員いない理由の公表 毎年最低１回 12条3項 Ａ 

審議会等に意見の提出を求める際の公表 原則としてその都度 14条1項 Ｂ 

審議会等の会議の予定の公表（例外あり）  14条2項 Ｂ 

審議会等における検討経過、検討結果の公表（必要に応じ）  14条3項 通常 

パブリックコメント手続を行う場合の公表 締切り前１月以前 18条 通常 

公聴会を開催する場合の公述人募集の公表 締切り前１月以前 21条1項 通常 

公述希望者がいなかった場合における公聴会中止の公表  21条2項 通常 

公聴会で作成された調書の公表（必要に応じ） 公聴会終結後 23条2項 通常 

他の市民参加手続（ワークショップ、意見交換会など）実施の公表 手続期日前１月以前 25条1項 通常 

条例の目的に合致する提案、要望等の検討結果の公表（努力義務）  27条 通常 

（パターン欄の色は、使用する紙色を示す） 

 

２－３ 公表する情報の流れ 
（通常パターン） 

 

 

 

 

 

 

 

広
報
用 

原
稿 

広
報 

メ
モ 

HTML データ 

情報公開担当 広報担当 市民参加担当 

各部各課 

掲
示
物 

デ
ー
タ 

公表用資料 

報道機関 公開ｺｰﾅｰ 広報誌 ＨＰ 掲示板 
（掲示物データの作成例は、電子掲示板（市民参加制度）を参照のこと） 

 5



（Ａパターン；完全取りまとめ型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報公開担当 広報担当 市民参加担当 

各部各課 

照
会
回
答 

都
度
連
絡 

報道機関 公開ｺｰﾅｰ 広報誌 ＨＰ 掲示板 

 

（Ｂパターン；一部取りまとめ型） 

 

 

 

 

 

 

 

情報公開担当 広報担当 市民参加担当 

各部各課 

掲
示
物 

デ
ー
タ 

HTML データ 

報道機関 公開ｺｰﾅｰ 広報誌 ＨＰ 掲示板 
（市民参加担当は、総務課にもオーロラビジョン用原稿を流す） 

 

 

２－４ 情報公表、これは便利！ 

（１）急いで公表するときの工夫 

・ 広報出稿時点では市の原案や参考事項などの詳細を詰めきれないときは、「原案等のタイ

トル＋詳しくはホームページ、あい・ボード、情報公開コーナーで」という表現法にする

方法もある。 

（２）掲示板（あい・ボード）の活用を 

・ あい・ボードは、市内２２ヶ所（１４年度中に３２ヶ所とする予定）に設置。 

・ パンフレットなど配布用資料も収納可能（同時に４種類まで。短期間配布に限る。） 

・ 市民参加手続以外にも、スペースに余裕があれば、イベント、講座などのＰＲに活用可

能（規格はＡ４縦が原則。Ａ３横も対応可能。カラーがベスト）。掲示物（現物）を市民参

加担当まで持参すれば、各所に郵送する。 

（３）ホームページ作成が苦手な方に 

ＨＰにワード文書、エクセルシートなどをそのまま載せたいときは、ＰＤＦファイルに変

換する。変換したいデータを市民参加担当に送れば、ＰＤＦに変換して返送する。 

 

 

フローチャートに戻る 
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３ 審議会マニュアル 
 
 
３－１ 審議会等とは？ 

・ 市長、行政委員会の依頼を受け、市政に関する事項の調停、審査、調査、検討などを行う合

議制の組織のこと。法律、条例を根拠とする附属機関と規則、要綱等を根拠とするものがある。 
・ メンバー全員が市職員のものは審議会等には含まない。行政委員会（教委、農委、選管等）

はまったく別の組織 
 
３－２ 審議会等の委員構成 

（１）委員の公募 
・ 正当な理由がある場合以外は、公募委員を加える。 
・ 公募方法、選考方法は、あらかじめ決裁をとって明確にしておく。 
・ 選考結果と当落の理由は、決定書に明確に記載する。 

（２）多様な意見を審議に反映するための配慮 
・ 男女比に配慮する（女性委員比率は、当面４割、最終的には５割目標）。 
・ 委員（特に公募委員）の過度の掛け持ちは避ける（委員一覧表を電子掲示板に掲載）。 
・ 学識経験者など特殊の事情がある場合以外は、過度の再任を避ける。 

（３）委員選定の透明性を向上させるための配慮 
・ 公募委員の選考結果と当落の理由は、決定書の中に明確に記載する。 
・ 学識経験者や○○団体代表者など、一定の条件を具備することが要求される委員は、選

任決定書の中に、その者が条件を満たすと判断した理由を明確に記載する。 
 

新たに審議会等が発足したときや既存審議会等の委員改選をしたときは、速やかに市民参加担当

に連絡⇒市民参加担当は、委員の氏名、選任区分、肩書、公募委員がいないときはその理由を公

表 
 
公募委員が含まれない審議会等は、正当な理由があるかどうか確認する。正当な理由がなければ

次期改選期に委員の公募を行う。 
 
３－３ 会議の開催準備 

（１）諮問内容の公表 
・ 審議会等に諮問する内容が決まったら、その内容を公表する。ただし、継続反復して定

型的な諮問をする審議会等（介護認定審査会など）は、年度始めに１回公表すればよい。 
⇒２ 情報公表マニュアルへ 
※「諮問」とは、意見を尋ねることをいう。通常は書面（諮問書、提言依頼書など）を交

付する。 

（２）会議日程等の決定 
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・ 審議会等の会議日程は、委員の都合がつく範囲で、傍聴しやすい日時とするよう努める。 
・ 公開で行う会議の開催日時が決まったら、すみやかに日時、場所、議題を公表する。た

だし、緊急に開催するときはこの限りでない。⇒２ 情報公表マニュアルへ 

（３）事前準備 
・ 会議に使用する資料等は、できるだけ事前に委員に配布する。 
・ 傍聴者用の資料も用意する。原則として委員と同じ資料を配布するが、場合によっては

閲覧に留めたり、カラーをモノクロとすることもできる。 
・ 建物の入口と会議室の入口に、会議の名称と「傍聴できる」旨の表示をする。 

 
３－４ 会議開催後の事務 

（１）議事録作成 
・ 議事録は、会議の都度必ず作成する。 
・ 記録方法は、テープ起こし又は要点筆記を原則とするが、極めて頻繁に開催される審議

会の場合はテープそのものを議事録として扱うこともできる。 
・ 議事録には、最低限次の事項を明確に記載する。 
ア 会議の日時、場所、出席者氏名、傍聴者数 
イ 会議の議題 
ウ 委員に配布した資料の内容（会議資料を添付してもよい） 
エ 会議での発言内容または議事経過 
オ 会議の結論 

議事録を作成したら、すみやかに、市民参加担当に１部提出する⇒情報公開コーナーに備え置く。 

（２）議事経過等の公表 
・ 他の市民参加手続と審議会を組み合わせて行う場合（１－３参照）や、審議会の審議内容

に一般市民の意見を反映させたいと考えるような場合は、審議会における議事経過を公表

するようにする。⇒２ 情報公表マニュアルへ 
・ 審議会等の答申などがあってから、その案件について執行機関が最終決定をするまでに

時間がかかるとき（目処としては半年以上）は、審議会の答申内容を公表するようにする。

⇒２ 情報公表マニュアルへ 

 
 

フローチャートに戻る 
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４ パブリックコメント手続マニュアル 
 
 
４－１ 実施の公表 

（１）実施要領の決定 
次の事項について決定を受ける。⇒パブリックコメント実施要領（例） 

 事   項 摘      要 
１ 対象とする案件の内容  
２ 周知方法 （他に有効な周知方法があるとき以外は必須） 

①情報公開コーナー・担当窓口 ②ホームページ ③広報い

しかり ④掲示板 
（できるだけ） 
・新聞等への情報提供など 

３ 意見提出方法 記録として残せる範囲であれば、できるだけ多様な方法を認

める。原則として、書面・ファックス・Ｅメール・録音テー

プはＯＫ、口頭・電話はＮＧ 
４ 意見募集期間 １月未満とせざるを得ないときは、その理由も 
５ 意見提出者の範囲 年齢、居住地などに制限を設けるときは、その理由も 
６ 意見検討結果の公表予定時期 執行機関内部における決定後すみやかに公表するタイミン

グとする。 
７ 市の原案及び関連事項 ３－２を参照のこと 
ク その他必要な事項 ３－２を参照のこと 

（２）実施要領の公表 
上記により決定を受けた事項を公表する。⇒２ 情報公表マニュアルへ 

 
４－２ 市の原案等の作成方法 

（１）主な記載事項 
市の原案及び関連事項 
・ その案件の決定内容（案）の骨子 
・ 案を作成した趣旨、目的、理由 
・ その行政活動の根拠となる法令の規定 
・ 案により処理したときに生じる可能性のある市民生活への影響 
・ 他自治体における類似事例など、検討の参考となるような情報 
 
その他必要な事項 
・ その案件についての検討経過、ＰＣ後の処理予定 
・ その案件について行う他の市民参加手続の内容 

（２） 主な留意事項 
・ 記載内容は、端的かつ明瞭な表現となるよう配慮する。行政用語を使わざるを得ない場

合は、適切な解説などを付けるようにする。 
・ ＰＣ実施後の大幅な原案変更（ＰＣ意見によるもの以外）は、ＰＣの意義を損なう。従

って、公表する原案はかなり完成度を高める必要がある。逆に、ＰＣに出した原案が今後
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相当変わる特別な要素があるような場合は、その旨を実施要領に明記すること。そのこと

を明記しなかった場合において、予期せぬ事情などで原案を大幅に変更せざるを得ないよ

うなときは、再度ＰＣを行うことを原則とする。 
 
 
 

フローチャートに戻る 
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５ 内部検討の心構え 
 
 
５－１ 基本事項 

この章は、次の検討に適用される。 
（１）市民参加手続により提出された意見（審議会等の答申・提言、ＰＣ意見、公聴会・意見交

換会での発言、ワークショップの結論など）の検討 
（２）市民参加手続以外に市民から寄せられる提案、要望、苦情などのうち、市民と市の協働に

よりまちを良くしようという趣旨内容のものの検討 
 

５－２ 検討に際しての心構え 

（１）意見は前向きに考える 
市民参加手続（特にＰＣなど）では多様な意見が寄せられると思われるが、一見して実現

の可能性が低いと思われるような内容であっても、例えば次のような視点に立つなどして、

どうすれば実現できるか検討してみる。特にワークショップなど協働型の市民参加手続につ

いては、結論を安易に否定すると参加した市民の不信を招きかねないことに注意のこと。 
・実現を阻害する要素は何なのか、それを取り除く方法は本当にないのか 
・意見の一部だけでも実現できないか 
・意見の趣旨を他の形で実現できないか 
・市民、事業者、国、道など市役所以外の力も借りて実現できないか 

（２）他所管と積極的に連携する 
その部局だけでは処理できないような意見や、他部局の協力があれば実現の可能性がある

と思われる意見については、その担当部局と積極的に連携して検討すること。また、他部局

から意見の検討を依頼されたりしたような場合には、きちんと応じ、責任をもった検討をす

ること。 

（３）責任と判断をもって対応する 
たとえ市民から寄せられた意見であっても、その意見の検討結果に責任を持つのは担当部

局である。市民意見を採用する場合でも、なぜ採用したのかという理由をきちんと説明でき

るような検討をすること。「こんな市民意見があったので○○した」といった安易な説明しか

できないようでは、執行機関としての責任放棄であるということを認識すること。 
 

５－３ 決定書記載事項、公表内容 

意見検討結果の決定をとるときや検討結果を公表するときは、最低でも次の事項を明らかに

すること。特に公表に当たっては、簡潔明瞭な説明となるよう配慮すること。 
（１）提出された意見の内容（同一内容の意見が複数あったときはまとめて可） 
（２）意見の検討結果とその理由（意見の採否（一部採用含む）、そのように決した理由） 
（３）意見の検討経過（検討担当所管、協議先、決裁者・決裁日、検討結果などの大きな修正が

あればその内容など） 
フローチャートに戻る 
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パブリックコメント実施要領（例） 

 

１ 対象案件 

公共施設（旧グランドプラザ）の利用条件を定める条例・規則の検討 

 

２ 周知方法 

①情報公開コーナー・担当窓口 ②ホームページ ③広報いしかり４月号 ④掲示板 

 

３ 意見の提出方法 

文書、ファックス、電子メール、録音テープのいずれか 

 

４ 意見募集期間 

平成１４年４月１日（月）から平成１４年５月２日（木）まで 

 

５ 意見提出者の範囲  

年齢、居住地などの制限なし 

 

６ 意見の検討結果の公表 

平成１４年５月末（条例案確定の時期とする） 

 

７ 市の原案及び関連事項 

（１）この条例・規則が必要な理由など 

旧石狩グランドプラザを、公の施設（広く市民に利用していただくための施設。公共施設。）

として市が管理するため、地方自治法第２４４条の２の規定により、この施設の設置及び管

理運営について定める条例と、その細目を定める規則の制定が必要になったものです。 

（２）原案とその趣旨 

１ 名称 

石狩市グランドプラザとします。 

（趣旨）長く市民に親しまれた施設なので、市が引き継いだ後も従来のイメージを残した名称

が適当と判断しました。 

２ 利用手続 

利用の際は、市長の承認を要することとしますが、施設の管理運営に必要な範囲で条件

が付けられることがあります。なお、この承認手続は、市が施設の管理を委託する者が代

行できるものとします。 

（趣旨）前段は、市の一般的な公共施設の使用手続と同様としています。後段については、こ

の施設は一定の採算性を確保することが可能なので、保養センター（番屋の湯）と同様

に、民間に管理の委託をすることが適当と判断したことに伴うものです。 

３ 目的外使用 

この施設は、利用の際に承認を受けた目的にのみ使用できます。また、利用の権利を他

者に転貸したり譲り渡すことはできません。 
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４ 特別な設備の承認 

利用の際に特別な設備を設けたり特殊な物件を搬入する際は、事前に市長の承認を要す

ることとします。 

５ 利用を承認しない場合 

次のいずれかに当たるときは、利用の承認をしないこととします。 

ア その利用が公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

イ その利用によって建物や附属設備がき損などするおそれがあるとき。 

ウ その他施設の管理運営に支障が生じると認められるとき。 

６ 利用承認を取り消す場合 

次のいずれかに当たるときは、利用の条件を変更したり、利用を停止したり、利用承認

を取り消すことがあります。 

ア 利用者が利用の条件又は利用承認の条件に違反したとき。 

イ 公益上やむを得ない理由が生じたとき。 

７ 利用後の原状回復 

施設の利用を終えたとき、利用を停止されたとき、利用承認を取り消されたときは、直

ちに利用場所を原状に回復しなければなりません。これを行わないときは、市が代行し、

その費用を徴収します。 

８ 損害賠償 

施設の建物などをき損などしたときは、市長の定めるところにより損害賠償をしなけれ

ばなりません。ただし、やむを得ない理由があるときは、賠償を免除したり、賠償額を減

額することもあります。 

（趣旨）３から８までは、市の一般的な公共施設の利用条件と同様としています。 

９ 開館時間と閉館日 

開館時間と閉館日は、特別の事情がない限り、次のとおりとします。 

ア 開館時間 午前９時から午後９時まで 

イ 閉館日 毎年の１２月２８日から翌年の１月２日まで 

（趣旨）開館時間は、この施設と一体として管理するコミュニティセンターと同様にしたもの

です。閉館日は、利用者のニーズになるべく応えるという観点から、年末年始だけとし

ました。 

10 利用の際の遵守事項 

施設の利用者は、次の事項を守らなければならないものとします。 

ア 許可なく備品を使用しないこと。 

イ 他人に迷惑をかける行為をしないこと。 

ウ 許可なく施設内に張り紙や看板設置をしないこと。 

エ 許可なく施設内で販売行為をしないこと。 

オ 許可なく施設内に危険物を持ち込まないこと。 

カ その他管理人の指示に従うこと。 

（趣旨）類似施設である保養センター（番屋の湯）での遵守事項と同様にしています。 

（３）施設の概要 

１ 場所 花川北３条２丁目○番地（花川北コミセンに隣接） 

２ 構造 鉄骨造２階建て一部平屋建て 
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３ 面積 ○○平方メートル 

４ 施設内容 温水プール（２５ｍ×○コース）、会議室２ 

（４）施設の沿革 

この施設は、昭和○年に民間事業者がレストラン・温水プール・宴会場を備えた「石狩グ

ランドプラザ」として建設したものです。その後平成○年に、市の第三セクター「石狩振興

公社」が、経営不振により撤退しようとしてした事業者から○億円で買収し、営業を続けて

いましたが、営業状況は好転せず、施設の大規模補修が必要な時期を迎えて、同社もこの施

設の経営から撤退する意向を明らかにしました。グランドプラザは市内唯一の温水プールで

あり、スクール生も○○人を抱えるなど、この施設が廃止されると市民への影響が大きいと

判断したことから、市が今年３月に同社から○億円で買収したものです。市では、新たな公

共施設として施設内容をリニューアルし、７月から市民の利用に供する予定です。リニュー

アル後の施設概要図は別紙のとおりです。 

 

８ その他関連事項 

（１）市の原案の１から８までは、施設の設置と管理方法を定める条例の内容となるものです。

この条例は、今回のパブリックコメントに寄せられた意見を参考にして検討し、本年６月

の定例市議会に提案する予定です。なお、この条例の中では、他に施設の使用料について

も定めますが、これについては、別途「使用料・手数料等検討委員会」の意見を参考とし

て検討します。 

（２）市の原案の９と10は、施設の管理方法を定める規則の内容となるものです。この規則は、

パブリックコメントに寄せられた意見を参考にして、市長が決定します。 

 

⇒マニュアル本文に戻る 

 




