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項  ⽬ 江別市市⺠参加条例 江別市市⺠参加条例施⾏規則素案
 
趣 旨 

（趣旨） 

第１条 この条例は、江別市自治基本条
例（平成２１年条例第２２号。以下「
自治基本条例」という。）第２４条第５
項の規定に基づき、まちづくりへの市
民参加を推進するための手続に関し必
要な事項を定めるものとする。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、江別市市民参加条
例（平成２７年条例第２８号。以下「
条例」という。）の施行に関し必要な事
項を定めるものとする。 

 

 
定 義 

（定義） 

第２条 この条例において、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) 市民 自治基本条例第２条第１号

に規定する市民をいう。 
(2) 市長等 自治基本条例第２条第２

号に規定する市長等をいう。 
(3) 市 自治基本条例第２条第３号に

規定する市をいう。 
(4) まちづくり 自治基本条例第２条

第４号に規定するまちづくりをいう
。 

(5) 市民参加 市の施策、事業等の企
画立案、実施及び評価の各過程にお
ける市民の主体的な参加をいう。 

  (6) 附属機関等 地方自治法（昭和２
２年法律第６７号）第１３８条の４
第３項の規定により設置する附属機
関その他市民、関係団体、学識経験
者等からの意見を聴取し、市政に反
映させることを主な目的として設置
する委員会、協議会等をいう。 

  (7) パブリックコメント 市長等が作
成した施策、事業等の原案をあらか
じめ公表し、一定期間内にこれに対
する意見を求めるとともに、提出さ
れた意見の概要及び提出された意見
に対する市長等の考え方を公表する
一連の手続をいう。 

  (8) 市民説明会 市長等が施策、事業
等について、市民に説明し、意見を
聴取するための集まりをいう。 

  (9) ワークショップ 市民が施策、事
業等について、研究及び議論を通じ
て共同作業を行う中で課題、問題等
の抽出及び選択を行い、一定の合意
形成を図ることを目的とする集まり
をいう。 

 (10)アンケート調査 市長等が市民の
意向を把握するため、調査項目を設
けて一定期間内に回答を求め、その
結果を公表する一連の手続をいう。 

（公表の方法） 

第２条 条例及びこの規則の規定による
公表は、次に掲げる方法の全部又は一
部の方法により行うものとする。 
(1) 市の広報への掲載 
(2) 市の施設の窓口での供覧又は配布 
(3) 市のホームページへの掲載 
(4) 前３号に掲げるもののほか、市長

が適当と認める方法 
 

資料４ 
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項  ⽬ 江別市市⺠参加条例 江別市市⺠参加条例施⾏規則素案
 
基本原則 

（基本原則） 

第３条 市民参加の基本原則は、次に掲

げるものとする。 

  (1) 市民に等しくその機会が保障され

ることにより行われること。 

  (2) 市民、市長等が互いの役割を理解

し、及び尊重することにより行われ

ること。 

  (3) 市民、市長等が情報を互いに共有

することにより行われること。 

 

 
市⺠参加の 
対象 

（市民参加の対象） 

第４条 市長等は、次に掲げる事項（以

下「対象事項」という。）を行うとき

は、市民参加を求めるものとする。 

(1) 市の基本構想その他基本的な事項

を定める計画の策定又は変更 

(2) 市の基本的な方針を定める条例又

は市民に義務を課し、若しくは権利

を制限することを内容とする条例（

市税の賦課徴収その他金銭の徴収に

関するものを除く。）の制定又は改

廃 

(3) 広く市民が利用する大規模な公共

施設の設置に関する計画の策定又は変

更 

(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制

度の導入又は改廃 

２ 市長等は、前項の規定にかかわらず

、次の各号のいずれかに該当するもの

は、市民参加の対象としないことがで

きる。 

(1) 条例の改正又は計画の変更で、そ

の内容が軽易なもの 

(2) 緊急に行わなければならないもの

(3) 法令の規定により実施の基準が定

められており、その基準に基づき実

施するもの 

(4) 市長等の内部の事務処理に関する

もの 

(5) 市長等の裁量の余地がないと認め

られるもの 
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項  ⽬ 江別市市⺠参加条例 江別市市⺠参加条例施⾏規則素案
 
市⺠参加の 
⽅法 

（市民参加の方法） 

第５条 市長等が実施する市民参加の方

法は、次に掲げるものとする。 

(1) 附属機関等の設置 

(2) パブリックコメントの実施 

(3) 市民説明会の開催 

(4) ワークショップの開催 

(5) アンケート調査の実施 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長

等が適当と認める方法 

 

 
市⺠参加の 
実施 

（市民参加の実施） 

第６条 市長等は、市民参加を求めると

きは、意思決定前の適当な時期に、対

象事項の性質、影響及び関心度を考慮

して、前条各号に掲げる方法のうちか

ら適当と認める方法により行うものと

する。 
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項  ⽬ 江別市市⺠参加条例 江別市市⺠参加条例施⾏規則素案
 
附 属 機 関 等
の委員 
の選任 

（附属機関等の委員の選任） 

第７条 市長等は、附属機関等の委員を

選任するときは、公募等により選考さ

れた市民を含めるものとする。ただし

、法令の規定により委員の構成が定め

られているときその他公募の委員を選

任しないことについてやむを得ない事

由があるときは、この限りでない。 

２ 前項の委員の選任は、男女比、年齢

構成、地域構成、委員の在期数、他の

附属機関等の委員との兼職状況等に配

慮し、市民の多様な意見が反映される

よう努めるものとする。 

３ 市長等は、附属機関等の委員を選任

したときは、当該委員の氏名、選任の

区分及び任期を公表するものとする。

（委員の選任） 

第３条 附属機関等の委員の選任は、附

属機関等の設置の趣旨及び目的を踏

まえ、次に掲げる基準により選任す

るものとする。ただし、法令等に定

めがある場合又は専門的な知識、経

験等を有する者が他に得られない場

合その他特別な事情があると認めら

れる場合は、この限りでない。 

(1) 幅広い年齢層及び地域から適切

に選任すること。 

(2) 委員の兼任は、３附属機関等を

上限とすること。 

(3) 市議会議員及び市職員は、委員

に選任しないこと。 

(4) 女性の登用に努めること。 

(5) 新しい人材の発掘及び登用に努め

ること。 

２ 市長は、附属機関等の委員を選任し

たときは、委員名簿を作成しなければ

ならない。 

３ 市長は、附属機関等の委員の選任事

務の適正な運用を図るため、附属機関

等の委員名簿の管理を一元的に行うも

のとする。 

（委員の公募） 

第４条 附属機関等の委員を公募しよう

とするときは、次に掲げる事項を公表

するものとする。 

(1) 附属機関等の名称及び所掌事務 

(2) 委員の任期 

(3) 公募する委員の人数及び選考方法

(4) 応募できる者の範囲及び応募方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長

が必要と認める事項 

２ 附属機関等の委員を公募する期間は

、原則２週間以上とする。 

第５条 前条第１項第３号の選考方法は

、次に掲げる方法のうちから１以上の

方法によるものとする。 

(1) 作文等による選考 

(2) 書類による選考 

(3) その他市長が適当と認める方法 

２ 市長は、公募による委員を選考した

ときは、その結果を応募した者に通知

するものとする。 
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項  ⽬ 江別市市⺠参加条例 江別市市⺠参加条例施⾏規則素案
 
附属機関等 
の公開等 

（附属機関等の公開等） 

第８条 附属機関等の会議は、公開とす

る。ただし、次の各号のいずれかに該

当するものは、会議の全部又は一部を

公開しないことができる。 

(1) 非公開とすることについて、法令

に規定されているもの 

(2) 審議等の内容に江別市情報公開条

例（平成１４年条例第７号）第７条

各号に掲げる情報（以下「非公開情

報」という。）が含まれているもの 

(3) 会議を公開することにより、公平

かつ円滑な議事運営に支障が生ずる

と認められるもの 

２ 市長等は、附属機関等の会議を開催

しようとするときは、会議の開催日時

、開催場所、議題等を事前に公表する

ものとする。ただし、やむを得ない事

由により緊急に会議を開催する必要が

あるときは、この限りでない。 

３ 市長等は、附属機関等の会議の記録

を作成し、非公開情報が記録されてい

る部分を除き、これを閲覧に供しなけ

ればならない。ただし、第１項第１号

に掲げる非公開とする会議にあっては

、この限りでない。 

（会議の傍聴） 

第６条 条例第８条第１項に規定する附

属機関等の会議の傍聴手続は、次に掲

げるところによる。 

(1) 傍聴者の定員は、議事内容及び会

場の規模を勘案して決定すること。

(2) 傍聴の受付は、当日行うこと（定

員を超える傍聴希望者が見込まれる

場合等を除く。）。 

(3) 傍聴を希望者が定員を超えるとき

は、先着順又は抽選により傍聴者を

決定すること。 

(4) 傍聴者は、氏名等を傍聴者受付簿

に記入すること。 

(5) 前各号の規定にかかわらず、規則

等の規定により傍聴の手続が定めら

れている場合は、その手続によるこ

と。 

２ 傍聴者は、附属機関等の会議の長の

指示に従って、静穏に傍聴しなければ

ならない。 

３ 附属機関等の会議の長は、会場の秩

序維持のため必要と認めるときは、傍

聴者に退席を命ずることができる。 

（会議開催の事前公表） 

第７条 条例第８条第２項の規定による

公表を行うときは、原則として附属機

関等の会議を開催する日の１週間前ま

でに行うものとする。ただし、非公開

の会議であるときは、この限りでない

。 

（会議録の公表） 

第８条 附属機関等の会議の長は、次に

掲げる事項を記載した附属機関等の会

議録を作成し、会議終了後おおむね1

月以内に公表するものとする。ただし

、やむを得ない事情があるときは、こ

の限りでない。 

(1) 会議の名称 

(2) 開催日時及び場所 

(3) 委員の出欠状況及び傍聴者数 

(4) 議題及び議事の大要 

(5) 前各号に掲げるもののほか、附属

機関等の会議の長が必要と認める事

項 
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項  ⽬ 江別市市⺠参加条例 江別市市⺠参加条例施⾏規則素案
 
パブリック 
コメント 

（パブリックコメント） 

第９条 市長等は、パブリックコメント

を実施するときは、次に掲げる事項を

公表するものとする。 

(1) 対象事項の案及び資料 

(2) 対象事項の案を作成した趣旨、目

的及び背景 

(3) 意見の提出先、提出方法及び提出

期間 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長

等が必要と認める事項 

２ 市長等は、前項の公表を行ったとき

は、その日から起算して３０日以上の

期間を設けて意見を求めるものとする

。ただし、緊急その他やむを得ない事

由があるときは、この限りでない。 

３ パブリックコメントにより意見を提

出しようとする者は、住所、氏名等を

明らかにし、これを提出するものとす

る。 

４ 市長等は、提出された意見の概要及

び提出された意見に対する市長等の考

え方を、非公開情報を除き、これを公

表するものとする。 

（パブリックコメント） 

第９条 条例第９条第３項の規定による

意見の提出は、次に掲げる方法により

受け付けるものとする。 

(1) 市長が指定する場所への持参 

(2) 郵送 

(3) ファクシミリによる送信 

(4) 電子メールによる送信 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長

が適当と認める方法 

（意見の取扱い及び公表） 

第１０条 市長は、前条の規定により提

出された意見を考慮して、対象事項に

ついて意思決定を行うものとする。た

だし、提出された意見が当該対象事項

に関するものでない場合は、この限り

でない。 

２ 条例第９条第４項の規定により意見

を公表するときは、類似しているもの

を集約して公表することができる。 

 

 
市⺠説明会 
及び 
ワーク 
ショップ 

（市民説明会及びワークショップ） 

第１０条 市長等は、市民説明会又はワ

ークショップを開催するときは、あら

かじめ開催日時、開催場所、開催趣旨

等を公表するものとする。 

２ 市長等は、市民説明会又はワークシ

ョップを開催したときは、開催の記録

を作成し、非公開情報が記録されてい

る部分を除き、これを公表するものと

する。 

（市民説明会及びワークショップ） 

第１１条 条例第１０条第１項の規定に

よる公表を行うときは、原則として市

民説明会又はワークショップを開催す

る日の２週間前までに行うものとする

。ただし、非公開の市民説明会又はワ

ークショップであるときは、この限り

でない。 

２ 条例第１０条第２項の規定による公

表を行うときは、次に掲げる事項につ

いて、市民説明会又はワークショップ

の終了後おおむね1月以内に行うもの

とする。ただし、やむを得ない事情が

あるときは、この限りでない。 

(1) 市民説明会又はワークショップの

名称 

(2) 開催日時及び会場 

(3) 対象及び参加者数 

(4) 議題及び議事の大要 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長

が必要と認める事項 
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項  ⽬ 江別市市⺠参加条例 江別市市⺠参加条例施⾏規則素案
 
アンケート 
調査 

（アンケート調査) 

第１１条 市長等は、アンケート調査を

実施するときは、その目的を明らかに

するものとする。 

２ 市長等は、アンケート調査を実施し

たときは、非公開情報が記録されてい

る部分を除き、その結果について、こ

れを公表するものとする。 

（アンケート調査の結果の公表） 

第１２条 条例第１１条第２項の規定に

より公表する事項は、次のとおりとす

る。 

(1) アンケート調査の名称 

(2) アンケート調査の目的、方法及び

対象 

(3) アンケート調査の実施時期 

(4) アンケート調査の回答率及び集計

結果 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長

が必要と認める事項 
 
市⺠参加の 
状況の公表 

（市民参加の状況の公表） 

第１２条 市長は、毎年度、市民参加の

実施予定及び実施状況を公表するもの

とする。 

 

 
委 任 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか

、この条例の施行に関し必要な事項は

、規則で定める。 

（委任） 

第１３条 この規則に定めるもののほか

、必要な事項は、市長が定める。 

 
附 則 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１０月１日

から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に着手され、

又は着手のための準備が進められてい

る施策、事業等については、なお従前

の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２７年１０月１日

から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に着手され、

又は着手のための準備が進められてい

る施策、事業等については、なお従前

の例による。 


