
「大阪狭山市パブリックコメント手続実施要綱について」の 
パブリックコメント手続実施結果 

 

募集期間 平成１６年１月２０日～２月２０日 
意見件数 《提出人数》  ５人 

《意見件数》 ２４件 
 
 
番号 意見の概要 件数 市の考え方 
１ 公共施設にある端末から意見が提出

できるということを、盛り込めないで

しょうか。 

１件 《参考》 
●公共施設にある端末、たとえば市

立コミュニティセンターや市立公

民館のパソコンから、電子メールに

よる意見提出はできません。 
２ 対話形式をとらないなら、フィードバ

ックについて各実施機関での手段を

検討していますか？ 

１件 《参考》 
●対話形式で意見を交換したり、意

見を提出した人に個別に回答した

りすることはできませんが、寄せら

れた意見に対して示す「市の考え

方」については、十分な説明に努め

ます。 
３ 議会に提出・報告とありますが、審議

も入れておくほうが良いのでは。 
１件 《参考》 

●計画案の「提出・報告」は実施機

関が行いますが、「審議」は議会が

行います。この要綱は、実施機関の

事務手続を定めるものですので、

「審議」は含みません。 
４ 第９条にある附属機関（各種審議

会？）とのかかわりがわかりにくい。

１件 《参考》 
●附属機関とは各種審議会や審査

会などを指します。第９条では、こ

の要綱に定めた手続に準じて審議

会等が策定した答申等に基づき、実

施機関が計画等を策定する場合に

は、効率性や経費の面から、改めて

パブリックコメント手続を実施す

る必要がないということを定めて



います。ただし、答申等の基本方針

にかかわる部分など、内容を大幅に

変更して計画等を決定しようとす

る場合は、あらためて手続を実施す

る必要があると考えています。 
５ 全体に記述が細かすぎるように思い

ます。もう少し簡単になりませんか？

たとえば第４条２項など一般的には

理解しにくい内容にいたる記述は、あ

えて入れなくても結果的にそうなる

ものだと思いますが。 

１件 《参考》 
●地方自治法第 74 条の趣旨を理解
するかぎり、住民から直接請求のあ

った案件に対してパブリックコメ

ント手続を実施することは適当で

はありません。そのことを明確にす

るため、住民からの直接請求は適用

を除外することを要綱に記述しま

す。 
６ 情報開示という観点からは書き込み

の段階でチャット公開するべきと思

います。誹謗中傷を危惧して概要をま

とめる作業は、本当の意味での公開に

はならないし、面白くない。 

１件 《参考》 
●チャットには、対話形式により議

論を深めることができるメリット

がある一方で、特定の意見に議論が

流されたり、反論を恐れて自由に発

言ができなくなったりといったデ

メリットも大きく、パブリックコメ

ント制度がめざす公正さの確保や

市民の市政への積極的な参加とい

った趣旨が損なわれる危険性が高

いと考えます。また、発言が無責任

になりやすく、他人への誹謗中傷、

いたずらなどにも対応することが

できません。以上のことから、チャ

ットによる意見の公開は行いませ

ん。 
７ 公開される情報については実施機関

の都合のよい情報のみが出る可能性

があります。これを公開される意見の

偏りをなくすための公正な第３者の

設置も必要なのではありませんか？

公開される意見については実施機関

１件 《参考》 
●寄せられた意見については、実施

機関に都合がよい、悪いに関係なく

公表します。ただし、第８条第３項

に定めるように、提出された意見に

特定の個人や団体の権利利益を害



が不利になるような事項についても

公開されるものとする。そのうえパブ

リックコメントの意見と違う内容の

ことが実施される場合には、その理由

が参加者及び市民に納得できるもの

であることを明記してください（意見

の聞きっぱなしにならない対策も記

載ください）。 

する恐れがある場合、公表すること

が不適当と客観的に判断される場

合は除きます。よって、第３者機関

の設置については考えていません。

●寄せられた意見と異なる内容の

ことが意思決定される場合は、その

理由について説明を行います。 

８ 実施機関は、パブリックコメントの適

正な実施を確保するため、パブリック

コメント実施責任者を置かなければ

ならない。の条文を追加してはどうで

しょうか？ 
【提案理由】○実施責任者を置くこと

により、職員間での指揮命令が行き届

き、円滑な制度運営ができる。○市民

にとっても、責任の所在が明らかにな

る。○市民が意見等を提出する場合

も、原則住所、氏名等を明記しなけれ

ばならず、実施側も同様。 

１件 《修正》 
●公表する資料の内容や、いただい

た意見に対する市の考え方につい

ての責任の所在を明らかにするた

め、実施機関に責任者（各部等に１

人）を設置します。 
●資料を公表する際には、意見を提

出するあて先として担当者名を記

載します。 

９ 18歳以上の市民に、わかりやすい言葉
を使用した要綱がいいと思います。 
（目的）第１条 この要綱は、パブリ

ックコメント手続について必要な事

項を定める、ことにより、ものである。

当要綱の目的は、市の意思決定過程に

おける公正 のを確保とし、透明性の
向上を図るとともに同時に、市民の市

政への積極的な参画を促進し、もって

市民との協働による、市民のためのま

ちづくりを推進することを目的とす

にある。 

１件 《参考》 
●要綱中で使われている表記につ

いは、誤解ができるだけ少なくなる

ように、また大阪狭山市が定める条

例・規則・要綱の表現にばらつきが

ないよう、統一的に使用していま

す。 
●市民のためにまちづくりを行う

のは当然ですので、あえて記述はし

ません。 

１０ （定義） 
第２条 この要綱において使用する

用語は、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に掲げるところによとす

１件 《参考》 
●表記に関しては、９番で示した理

由により修正しません。 



る。 
(1) パブリックコメント手続 市の
基本的な施策に関する計画等を立案

する過程において場合、その計画等の

趣旨、内容その他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

提出された意見、情報及び専門的な知

識（以下「意見等」という。）を考慮

して意思決定を行う一連の手続をい

う。 （後略） 
１１ （対象） 

第３条 パブリックコメント手続 の
対象は、次に掲げるものを対象とす

る。 
(1) 市の基本的政策を定める市政の
基本的な計画、個別の行政分野におけ

る施策の基本市行政分野の基本的な

方針その他基本的な事項を定める計

画の策定又は改定 
(2) 市民生活 又はや事業活動に直接
かつ重大な影響を与える条例の制定

又は改廃 
(3) 市政に関するの基本方針を定め
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（金銭徴収に関するものを除

く。）の制定又は改廃 
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施
機関がこの要綱の趣旨に照らし、パブ

リックコメント手続をの実施するこ

とがを適当と判断したもの 

１件 《修正》 
●表記に関しては、９番で示した理

由により修正しません。 
●パブリックコメント手続は、単に

市民生活に重大な影響を及ぼすだ

けでなく、直接影響を及ぼすものを

対象とします。 
●(4)を次のとおり修正します。 
(4) 前各号に掲げるもののほか、実
施機関がパブリックコメント手続

を実施することが適当と判断した

もの 

１２ （適用除外） 
第４条 次に該当するの場合は、この

要綱の規定を適用しない。 
(1) 迅速若しくはかつ緊急を要する
もの又は軽微なもの 

１件 《参考》 
●表記に関しては、９番で示した理

由により修正しません。 
●第４条の(1)で定める軽微なもの
とは、大幅な改正または基本的な事



(2) 「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」に

ついては議会と多くの市民との意見

が違う場合もあるのでは？ 市政の

基本的施策を議会に提出しても、なお

かつパブリックコメント手続きによ

り市民の声を聞くほうがいいと思い

ます。 
(3) 「実施機関に裁量の余地がないと
認められるもの」とはどういうことか

意味がわからない。 

項の改定を伴わないもの、上位の計

画などの変更に伴う一部の表現変

更をする場合をいいます。これらも

含めて手続の対象とした場合、事務

が大変はんざつになるため、素案の

とおりとします。 
●住民から直接請求のあった案件

にパブリックコメント手続を実施

することは適当ではないため、これ

に該当するものは要綱の適用を除

外します。 
●「実施機関に裁量の余地がない」

とは、国や大阪府が定めた法令等に

基づいて事業を実施するため、意見

をいただいても、それを反映させた

り、修正したりできない場合を言い

ます。 
１３ （公表の時期等） 

第５条 実施機関は、第３条各号に掲

げる該当されると目されるもの（以下

「計画等」という。）のを立案をしよ

うとするときは、最終的な意思決定を

行う前に、その計画等の案を公表しな

ければならない。 
２ 実施機関は、前項の規定により計

画等の案を公表するときは、併せて同

時に次に掲げる資料を公表するよう

努めるものとする。 
（中略） 
(2) 計画等の案の概要と実施にあた
る費用の概算 
(3) 計画等の案を理解するのに必要
な関連資料 
 ア 根拠法令 
 イ 計画の策定又は改定にあって

は、上位計画の概要 

１件 《参考》 
●表記に関しては、９番で示した理

由により修正しません。 
●第６条第２項は１項に含むもの

とし、条文を削除します。（22番を
参照してください） 



 ウ 計画等の実現によって生じる

ことが予測される影響の内容、程度

及びや範囲 
 エ 計画等の立案に際して整理し

た論点 
１４ （公表の方法等） 

第６条 前条の規定による公表の方

法は、公表しようとする計画等の案及

び同条第２項各号に掲げる資料（以下

「案等」という。）を実施機関の事務

所及び情報公開コーナーにおいての

閲覧に供するとともに、市のホームペ

ージにへの掲載することにより行う

ものとする。 
２ 実施機関は、前項に定めるものの

ほか、必要と認める方法により、当該

計画等の案等が市民等に広く周知さ

れ、かつ市民等が積極的に意見等を提

案できるよう適切な方法に努めなけ

ればならない。 
３ 実施機関は、前２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

て公表することができる。 

１件 《参考》 
●表記に関しては、９番で示した理

由により修正しません。 
●第６条第２項は１項に含むもの

とし、条文を削除します。（22番を
参照してください） 

１５ （意見等の提出） 
第７条 実施機関は、市民等が意見等

を提出するために必要な期間を勘案

考慮し、１月程度を目安とする意見等

の提出期間及び提出方法を定め、当該

計画等の案等を公表する際にこれを

明示するものとする。 
２ 前項の提出方法は、書面の提出、

郵便、ファクシミリ、電子メール等の

うちから実施機関市民等が選択して

１件 《修正》 
●表記に関しては、９番で示した理

由により修正しません。 
●意見を提出する方法は、市民が選

択できますが、その選択肢は実施機

関で定めます。 
●住所、氏名その他実施機関が必要

と認める事項を公表する際には、

「事前に」ではなく「計画などの案

等を公表する際」に明示することが



定めるできるものとする。 
（中略） 
４ 実施機関は、当該計画等の案等に

ついての意見等と併せてともに、当該

意見等を提出した者に係る前項の規

定による情報の住所、氏名その他の必

要事項をも公表する場合には、当該計

画等の案等を公表する際に事前にそ

の旨を明示するものとする。 

望ましいと考えます。 
●以上のことをふまえ、第７条第１

項を次とおり修正します。 
第７条 実施機関は、市民等が意見

等を提出するために必要な期間を

勘案考慮し、１月程度を目安とする

意見等の提出期間及び提出方法を

定め、当該計画等の案等を公表する

際にこれを明示するものとする。 
１６ （意思決定に当たっての意見等の考

慮） 
第８条 実施機関は、前条の規定に市

民等より提出された意見等を十分考

慮して、計画等についての最終的な意

思決定を行うものとする。 
（中略） 
３ 実施機関は、提出された意見等

に、特定の個人又は法人その他の団体

の権利や利益を明らかに害するおそ

れがある情報が含まれているとき、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は、その

全部又は一部を公表しないことがで

きるが、公表しない理由を公表するこ

ととする。 
（後略） 

１件 《参考》 
●表記に関しては、９番で示した理

由により修正しません。 
●第３項の「権利利益を害する情

報」については、個人や団体の権利

利益を確実に保障するため、「明ら

かに害する」ではなく「害する恐れ

がある場合」には公表しないとする

ことが適切です。 
●第８条第３項に該当するため意

見を公表しない場合は、その理由と

意見の件数を公表します（条文は修

正しません）。 

１７ （意思決定過程の特例） 
第９条 附属機関等において計画等

の案等に関し、すでにこの要綱の定め

に準じた手続を経て策定した報告、答

申等に基づいて実施機関が計画等を

立案する場合その他計画等の立案に

関し、この要綱に規定する事項につい

て他に特別の定めがある場合につい

ては、この要綱の規定は適用しない。

１件 《参考》 
●附属機関が要綱に準じた手続を

経て策定した報告、答申等に基づ

き、実施機関が計画等を立案した場

合には、効率性や経費の面から、改

めてパブリックコメント手続を実

施する必要がないものとします。反

対に答申等の基本方針にかかわる

部分など、内容を大幅に変更して計

画等を決定しようとする場合は、あ



らためてパブリックコメント手続

を実施する必要があると考えてい

ます。 
１８ （一覧の作成等） 

第１０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を作

成のうえ、実施機関の事務所及び情報

公開コーナーにおいて閲覧のに供対

象とするとともに、市のホームページ

に掲載して公表するものとする。 
（中略） 

１件 《参考》 
●表記に関しては、９番で示した理

由により修正しません。 

１９ 附則（経過措置） 
２ この要綱は、施行の日以後に策定

する計画等について適用し、施行の際

既に立案の過程にある計画等につい

ては、この要綱の規定は適用しない。

ただし、この要綱の規定を適用しない

立案の過程のある計画等については、

案件等の概要を公表し、市民等より、

パブリックコメント手続きの必要が

あると認める提起されたときは、この

要綱の規定に準じた手続を実施する

ものとする。 

１件 《参考》 
●経過措置は、パブリックコメント

制度を円滑に導入することを目的

としていますので、要綱施行時に、

計画がおおむねできあがっている

ものについては、要綱の規定は適用

しません。ただし、実施するほうが

より効果的な場合は、要綱の施行前

や、計画の策定後であっても同要綱

に準じた手続を実施します。 

２０ 素案の書き換えについて 
（定義） 
第２条 
(3) 市民等とは、次に掲げるものをい
う。 
 ア 本市の区域内に市内に住所を

有する者 
 イ 本市の区域内に市内に事務所

又は事業所を有する個人及び法人そ

の他の団体 
 ウ 本市の区域内に存する市内に

事務所又は事業所に勤務する者 
 エ 本市の区域内に存する市内に

１件 《参考》 
●表記に関しては、９番で示した理

由により修正しません。 



学校に在学する者 
 オ 市税の本市に対して納税義務

を有する者もの 
【提案理由】ア～エは「市内」の表現

が簡潔です。オの「本市に対して」と

することによって、一般的にいう市税

との違いが明確になります。「者」と

「もの」については、「者」は個人（人）

を意味し、「もの」とすることによっ

て、個人または法人も対象となる。 
２１ （公表の時期等） 

第５条 実施機関は、第３条各号に掲

げるもの（以下「計画等」という。）

の立案をしようとするときは、最終的

な意思決定を行う前に相当の期間を

設けて、その計画等の案を公表しなけ

ればならない。 
【提案理由】「相当の期間を設けて」

を挿入することによって、（公表の時

期等）の見出しがいきてくる。 

１件 《既掲載》 
●ご指摘いただいた「相当の期間を

設けて」については、第７条の「１

月程度を目安とする意見などの提

出期間及び提出方法を定め」で包括

します。 

２２ （公表の方法等） 
第６条 前条の規定による公表は、次

に掲げる方法により行うものとする。

(1) 大阪狭山市広報誌「おおさかさや
ま」への掲載 
(2) 大阪狭山市ホームページへの掲
載 
(3) 実施機関が指定する場所での閲
覧又は配布 
【提案理由】第１項は箇条書きが理解

されやすい。(1)広報誌「おおさかさや
ま」は各戸に配布される最大規模の情

報を提供しているので、市民等へ周知

するためには最も効果がある。(2)の配
布は今後とも図書館、コミュニティホ

ールなどにおいて、設置の配布が考え

１件 《修正》 
●パブリックコメントの事前の告

知や概要の紹介は、広報誌に掲載す

るよう努めますが、実際のパブリッ

クコメントの公表資料は相当量に

なることがほとんどです。また複数

の資料公表を同時期に実施するこ

とも想定されるので、広報誌での資

料公表は行いません。以上をふま

え、第６条を次のとおり修正しま

す。 
第６条 前条の規定による公表は、

公表しようとする計画等の案及び

同  前条第２項各号に掲げる資料
（以下「案等」という。）を実施機

関の事務所及び情報公開コーナー



られる。 において閲覧に供するとともに、市

のホームページに掲載することの

公表は、次に掲げる方法により行う

ものとする。  
(1) 実施機関が指定する場所での
閲覧又は配布 
(2) 市のホームページへの掲載 
(3) その他実施機関が必要と認め
る方法 
３２ 実施機関は、前２項の規定第

２号の方法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て公表

することができる。 
２３ （意見等の提出） 

第７条 
２ 前項に規定する意見等の提出は、

次に掲げる方法にて行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への持
参 
(2) 郵便 
(3) 電子メール 
(4) ファクシミリ 
(5) その他実施機関が必要であると
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、氏名又は団体

名とその代表者名を明示しなければ

ならない。 
【提案理由】第２項は第６条の箇条書

きにならって、まとめたものです。 
第２項 本市は「原則として」とあり
ます。市の重要な基本的政策決定にか

かわる意見提出です。市民等は責任の

１件 《修正》 
●第７条第２項と第３項を、次のと

おり修正します。 
２ 前項の提出方法は、書面の提

出、郵便、ファクシミリ、電子メー

ル等のうちから実施機関が選択し

て定める次の各号に掲げる方法の

うちから実施機関が選択して定め

るものとする。 
(1) 実施機関が指定する場所への
書面の提出 
(2) 郵便 
(3) 電子メール 
(4) ファクシミリ 
(5) その他実施機関が必要と認め
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。 



ある意見が求められています。「原則

として」という文言は削除すべきで

す。また、住所・氏名以外に考えられ

る年齢・男女別・職業などは今日的観

点から不用です。 

●「団体名とその代表者名」は「そ

の他実施機関が必要と認める事項」

に含みます。 

２４ （意思決定に当たっての意見等の考
慮） 
第８条 
４ 第６条第１項及び第２項の規定

は、前項第２項の規定による公表の方

法について準用する。 
【提案理由】「前項第２項」としたの

は、前にある第２項とまぎらわしいか

らです。 

１件 《参考》 
●「前項」を付け加えることは誤り

ですので、素案のとおりとします。

 


