佐伯市民意見提出手続実施要綱
（目的）
第１条 この要綱は、市の基本政策等に対する市民の意見提出手続について必要な
事項を定めることにより、市民に市政の基本的かつ重要な政策等に関する情報を
事前に提供して分かりやすい市政の実現に努めるとともに、市民の市政への参画
を促進し、市民と行政とが一体となった協働によるまちづくりをより一層進める
ことを目的とする。
（定義）
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定め
るところによる。
(1) 基本政策等 市政の基本的かつ重要な政策等のうち、第４条各号に掲げる
ものをいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、
固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。
(3) 意見提出手続 実施機関が基本政策等を決定するに当たり、この要綱に
定めるところにより、基本政策等の案(構想又は検討段階のものを含む。以下
同じ。) 及び参考資料を事前に公表し、これに対する意見(情報、専門的知識
等を含む。以下同じ。) を求め、提出された意見を十分に考慮して意思決定を
行うとともに、これらの意見に対する実施機関の考え方を明らかにする手続を
いう。
(実施機関の責務)
第３条 実施機関は、第 1 条の目的を十分に理解し、これを実現するため、意見提
出手続を適切に実施するとともに、提出された意見を誠実に取り扱うものとする。
２ 実施機関は、意見提出手続により意見を提出したものに対し、意見を提出した
ことを理由としていかなる利益又は不利益な取扱いもしてはならない。
（対象）
第４条 意見提出手続の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 市政の基本的事項を定める計画、憲章・宣言等
(2) 次の事項を内容とする条例及び規則等
ア 市政の基本的事項(市の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織(機構、
制度及びそれらの運用をいう。) に関する事項を除く。)
イ 市民に義務を課し、又は権利を制限する事項(地方税の賦課徴収並びに分
担金、使用料及び手数料その他の金銭徴収に関する事項を除く。)
(3) 行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 5 条に規定する審査基準及び同法第 12
条に規定する処分基準、佐伯市行政手続条例(平成 17 年佐伯市条例第 11 号)
第 5 条に規定する審査基準及び同条例第 12 条に規定する処分基準並びに行政
指導の指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に
対し行政指導をしようとするときに、これらの行政指導に共通してその内容と
なるべき事項をいう。)

(4) 公用又は公共用の施設の整備その他市が行う事業(ソフト事業を含む。)
のうち、市政遂行上特に重要と認められるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、第１条の目的に照らし、実施機関において意
見提出手続を実施することが適当と認めるもの
(適用除外)
第５条 次に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、意見提出手続は適用しない。
(1) 実施機関に実質的な裁量の余地がない場合
(2) 緊急又は迅速を要し、意見提出手続を実施することにより、その目的達成
に支障が生じるおそれがあると認められる場合
(3) 他の実施機関が意見提出手続を実施して定めた基本政策等と実質的に同一
の基本政策等を定めようとする場合
(4) 内容が軽微である場合、定例的である場合その他意見提出手続の実施に要
する労力、費用その他の面から、これを実施することが合理性を欠くと認めら
れる場合
２ 実施機関は、前項第２号の規定により意見提出手続を実施しなかった場合には、
速やかにその旨及びその基本政策等の概要を公表するものとする。
３ 前項の規定による公表については、第９条の規定を準用する。
(意見提出手続の特例)
第６条 実施機関は、審議会等の答申等に基づいて基本政策等を決定しようとする
場合において、その審議会等が審議の過程において第１８条の規定により意見提
出手続に準じた手続を行ったときは、自らは意見提出手続を行わないことができ
る。
２ 実施機関は、法令等に意見提出手続に類する手続が規定されている場合におい
て、その手続により市民の意見提出の機会が十分に確保できると認めるときは、
意見提出手続のうち、その法令等に規定された手続に相当する部分を省略するこ
とができる。
(案の公表及び意見の募集)
第７条 実施機関は、基本政策等を決定し、変更し、又は廃止しようとするときは、
事案に応じ、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、意見募集要領(第１号
様式)を定めて、その基本政策等の案及び参考資料(佐伯市情報公開条例（平成１
７年佐伯市条 例第１３号）第７条に規定する非公開情報に該当する部分を除く。
以下「基本政策等の案等」という。) を公表し、これに対する意見の提出を求め
るものとする。
(参考資料)
第８条 前条の参考資料は、必要に応じ次の事項が記載されたものとする。
(1) 基本政策等の案の趣旨・目的、背景、必要性、効果等
(2) 基本政策等の案を立案する際にポイントとなった点、これを解決するため
の選択肢及びこれらに対する実施機関の考え方
(3) 審議会等の答申等に基づいて基本政策等の案が立案された場合には、その
審議会の答申、審議経過等の概要

(4) 基本政策等の案の実施及び実施後に見込まれる経費の概要
(案の公表等の方法)
第９条 第７条に規定する基本政策等の案の公表及び意見の募集は、次の方法によ
り行う。
(1) 市広報誌への掲載
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 報道機関への発表
(4) 実施機関の事務所その他その指定する場所での閲覧
(5) その他実施機関の定める方法
２ 前項(第４号を除く。以下この項において同じ。) の場合において、基本政策
等の案 等が多量であるときその他そのすべてを掲載等することが困難である
と認められるときは、同項の掲載等をするに当たっては、第１条の目的を阻害し
ない限度において、適宜、図面等の掲載等を省略し、又は意見募集要領のみの掲
載等とするなど、可能な範囲に留めることができる。
３ 実施機関は、第 1 項に掲げる方法のほか、必要に応じ、ケーブルテレビでの放
映、公聴会等の開催などの方法により市民への周知等を図るものとする。
(意見提出期間)
第１０条 第６条の場合において、意見を提出できる期間(以下「意見提出期間」
という。) は、原則として基本政策等の案等を公表する日から 30 日間以上とす
る。
2 意見提出期間は、緊急を要する場合その他やむをえない理由がある場合は、そ
の理由を明記した上で、これを短縮することができる。この場合においては、実
施機関は、可能な限り、あらかじめ意見提出期間の短縮を予告するなどの方法に
より、意見の提出の機会が確保されるよう努めるものとする。
(予告)
第１１条 実施機関は、第７条の規定により基本政策等の案等を公表し、これに対
する意見の提出を求めようとする場合には、可能な限り、あらかじめ次に掲げる
事項を市の広報誌及びホームページに掲載するなどの方法により、その実施を予
告するよう努めるものとする。
(1) 基本政策等の案の名称及び要旨
(2) 基本政策等の案等の公表時期のおおむねの予定
(3) 基本政策等の案等の公表方法の予定
(4) 意見提出期間の予定
(意見の提出）
第１２条 意見の提出は、次の方法によるものとする。
(1) 実施機関の事務所(その他の場所を特に指定した場合には、その場所を含
む。) における書面の提出
(2) はがき又は書面の郵送
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール

(5) その他実施機関が認める方法
２ 意見を提出しようとするものは、住所及び氏名（法人その他の団体にあっては、
所在地、名称及び代表者の氏名。以下同じ。）を明記しなければならない。
３ 市民以外のものから意見の提出があった場合には、市民の意見と同様に取り扱
うものとする。
(最終的な意思決定における意見の考慮)
第１３条 実施機関は、基本政策等について最終的な意思決定を行うに当たっては、
提出された意見を十分に考慮しなければならない。
(提出された意見及び市の考え方の公表)
第１４条 実施機関は、基本政策等について最終的な意思決定を行ったときは 、
速やかに次に掲げる事項を意見提出手続結果報告書(第２号様式)により公表す
るものとする。
(1) 提出された意見の要旨とこれらに対する実施機関の考え方。ただし、提出
された意見のうち、その内容が事案に合致しないもの、賛否の結論のみしか示
していないもの及び佐伯市情報公開条例第７条に規定する非公開情報に該当
する部分については、この限りでない。
(2) 基本政策等の修正を行った場合には、その修正内容等
2 前項第 1 号の場合において、類似の意見及びこれらに対する市の考え方は、適
宜まとめて公表することができるものとする。
3 意見の提出者に対する個別の回答は行わない。
4 第 1 項の規定による公表については、第９条の規定を準用する。
(再度の意見提出手続の実施)
第１５条 実施機関は、意見提出手続を実施した後、事情の変更があったこと等に
より、当初公表した基本政策等の案と基本的に異なった案を立案する必要が生じ
た場合(意見提出手続に基づく修正として行われる場合を除く。) には、その異
なった案について、再度、意見提出手続を実施しなければならない。
２ 前項の場合において、緊急又は迅速を要し、再度の意見提出手続を実施するこ
とにより、その目的達成に支障が生じるおそれがあると認められるときは、これ
を行うことを要しない。この場合には、第５条第２項及び第３項の規定を準用す
る。
３ 実施機関は、構想又は検討の段階で意見提出手続を実施した場合には、可能な
限り、その過程を経て作成した基本政策等の案について、再度、意見提出手続を
実施するよう努めるものとする。
(報告)
第１６条 実施機関は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる文
書により、その旨を速やかに市長に報告するものとする。
(1) 第７条の規定により、基本政策等の案等を公表し、意見の募集をする場合
意見募集要領
(2) 第１３条の規定により、提出された意見及びそれらに対する実施機関の考
え方を公表する場合 意見提出手続結果報告書

(一覧表の作成)
第１７条 市長は、前条の規定による報告に基づき、意見提出手続を実施している
案件の一覧表を作成し、佐伯市役所秘書広聴課市民の窓係及び各振興局等におい
て閲覧に供するとともに、市のホームページに掲載するものとする。
(実施状況の公表)
第１８条 市長は、毎年１回、各実施機関における意見提出手続の実施状況を取り
まとめて公表するものとする。
(審議会等による意見の募集)
第１９条 審議会等は、その審議を行うため必要がある場合は、意見提出手続に準
じた手続により意見を求めることができるものとする。
(補則)
第２０条 この要綱に定めるもののほか、意見提出手続について必要な事項は、別
に定める。
附 則
(施行期日）
１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。
(経過措置)
２ 実施機関は、基本政策等を決定し、変更し、又は廃止しようとするときは、こ
の要綱の施行前においても、意見提出手続の例によることができる。この場合に
おいて、意見提出手続の例により実施された手続は、この要綱の適用については、
意見提出手続として実施されたものとみなす。
（見直し）
３ この要綱は、その施行の日から遅くとも３年以内に、意見提出手続の運用の在
り方等について議会及び市民の意見を聴いた上で、必要な見直しを行うものとす
る。

第１号様式(第７条関係)
意見募集要領
次の
について、皆様の御意見(情報・専門的知識)を募集します。
1 名称
2 案の趣旨・目的
3 案の内容
4 参考資料
5 意見の提出方法
意見には、必ず住所・氏名(法人その他団体の場合には、住所・名称・代表
者の氏名)を明記してください。
(1) 直接、書面を提出する場合
佐伯市役所
部
課又は各振興局
室の事務室に提出してください。
(2) はがき又は書面を郵送する場合
郵便番号 876-0802
佐伯市中村南町１番１号 佐伯市役所
部
課
係
(3) ファクシミリの場合
部
課 (０９７２-２２)
(4)
電子メールの場合
部
課 (
)
6 募集期間
平成 年 月 日( 曜日)から平成 年 月 日( 曜日)まで
7 提出された意見の取扱い
(1) 皆様から提出された御意見を十分に考慮して、最終的な意思決定を行い
ます。
(2) 最終的な意思決定後、皆様から提出された御意見を整理して、その概要
とこれらに対する実施機関の考え方を公表します。
(3) 御意見に対する個別の回答はいたしません。
(4) この募集は、皆様の御意見を基に、よりよい案をつくろうとするもので
あり、単に案に対する「賛否」の結論のみを問うものではありません。
御意見として、案に対する「賛成」又は「反対」の意思を表明される場合
は、必ずその理由等をお書きください。
8 問い合わせ先
部
課
係
電 話
電子メール
注 1 「3 案の内容」及び「4 参考資料」は、必要に応じ、別紙を利用する。
2 電子メールのアドレスは、担当係（課）又は担当者のメールアドレスの中
から、適宜のものを選定する。

第２号様式(第１４条関係)
意見提出手続結果報告書
次の
に対する意見提出手続の実施結果は、以下のとおりでしたので、
お知らせします。
１ 名称
２ 意見募集期間
平成 年 月 日( 曜日)から平成 年 月 日( 曜日)まで
３ 意見提出件数
件
４ 提出された意見の要旨とこれに対する実施機関の考え方
(1) 意見１
………
(実施機関の考え方)
………
(2) 意見２
………
(実施機関の考え方)
………
５ 意見に基づいて修正した内容等
６ 問い合わせ先
部
課
係
担当者
電 話
電子メール
備考

電子メールのアドレスは、担当係（課）又は担当者のメールアドレスの中か
ら、適宜のものを選定する。

