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Ⅴ その他広聴

１ 「 市民意見提出手続き(パブリックコメント制度)」 の運用

２ 「 法律人権相談」 の開催

３ 本庁舎における「 情報提供・ 案内業務」
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１ 「 市民意見提出手続き(パブリックコメント制度)」 の運用
市民の意見を政策決定過程に反映させるとともに、行政運営における公正の確保と透明性の向上

を図ることにより、市政について説明責任を果たし、公正で民主的な市政を推進することを目的に、

平成16年4月1日に「 北九州市基本的な計画等に対する市民意見の提出手続に関する要綱」 を定
め、制度を開始しました。広報室広聴課は、各局等に対する指導やアドバイス、実施状況の把握・

公表等を行っています。平成29年度の実施状況の概要は、以下のとおりです。

○ 手続きの対象

① 市の基本的な政策を定める計画

② 市の基本的な方針又は制度を定める条例

③ 広く市民の生活に影響を与える規制に関する条例

○ 手続きの流れ

基本的な計画等の案の作成

基本的な計画等の案及び関連資料の

公表・ 市民等からの意見募集

市民等が意見

提出された意見等を考慮して

基本的な計画等の意思決定

市民等の意見の概要及びこれに対する

実施機関の考え方を公表

＊窓口(担当課・ 広報室広聴課・ 区役所総

務企画課等)での閲覧・ 配布、ホームペ

ージへの掲載

＊募集期間は1月程度を目安

＊窓口への書面の提出、郵送、 FAX、電

子メール
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○ 平成29年度 市民意見提出手続の実施状況

件名 実施結果 担当課

意見募集
平成28年12月15日
～平成29年1月13日

結果公表
平成29年4月21日
～平成29年7月20日

意見募集
平成29年3月15日
～平成29年4月14日

結果公表
平成29年6月1日
～平成29年8月31日

意見募集
平成29年5月1日
～平成29年5月31日

結果公表
平成29年6月9日
～平成29年9月8日

意見募集
平成29年6月6日
～平成29年7月5日

結果公表
平成29年8月10日
～平成29年11月10日

意見募集
平成29年8月15日
～平成29年9月11日

結果公表
平成29年10月2日
～平成30年1月5日

意見募集
平成29年7月10日
～平成29年8月9日

結果公表
平成29年10月13日
～平成30年1月12日

意見募集
平成29年7月3日
～平成29年7月31日

結果公表
平成29年10月18日
～平成30年1月17日

意見募集
平成29年4月10日
～平成29年5月10日

結果公表
平成29年11月1日
～平成30年1月31日

意見募集
平成29年8月17日
～平成29年9月15日

結果公表
平成29年11月10日
～平成30年2月9日

意見募集
平成29年8月17日
～平成29年9月15日

結果公表
平成29年11月13日
～平成30年5月7日

意見募集
平成29年10月2日
～平成29年10月31日

結果公表
平成29年11月20日
～平成30年2月20日

意見募集
平成29年8月22日
～平成29年9月21日

結果公表
平成29年11月29日
～平成30年2月28日

意見募集
平成29年11月10日
～平成29年12月8日

結果公表
平成30年2月1日
～平成30年4月30日

意見募集
平成29年11月24日
～平成29年12月20日

結果公表
平成30年3月2日
～平成30年6月1日

7
「 新北九州市人権行政指針（ 改
訂版） 」 （ 案）

意見提出者　70人
意見提出数 222件
原案の修正　12件

保健福祉局
人権文化推進課

意見提出者　   0人
意見提出数    0件
原案の修正　   0件

産業経済局
中央卸売市場

5
北九州市火災予防条例の一部改
正について

意見提出者　  0人
意見提出数　  0件
原案の修正　  0件

消防局
指導課

実施期間

1
（ 仮称） 北九州市自殺対策計画
（ 素案）

意見提出者　10人
意見提出数　12件
原案の修正   1件

保健福祉局
精神保健福祉セン
ター

6
新北九州市病院事業経営改革プ
ラン（ 案）

意見提出者　18人
意見提出数　34件
原案の修正　15件

病院局
経営課

2
北九州市債権管理条例（ 骨子）
に係る市民意見募集について

意見提出者　  5人
意見提出数　  7件
原案の修正　  0件

財政局
債権管理室

3
北九州市卸売市場経営展望（ 素
案）

意見提出者　  7人
意見提出数　33件
原案の修正　  0件

建築都市局
折尾総合整備
事務所計画課

4

～折尾地区総合整備事業～事業
概要（ 公共事業再評価調書） 及
び市の対応方針（ 案） に関する
市民意見の募集

8
北九州市の地域福祉2011－2020
中間見直し強化プラン（ 案）

意見提出者　18人
意見提出数　42件
原案の修正　  9件

保健福祉局
障害福祉企画課

9
「 （ 仮称） 障害を理由とする差
別をなく し誰もが共に生きる北
九州市づく り条例」 骨子（ 案）

意見提出者　30人
意見提出数　84件
原案の修正　  7件

10
「 公の施設に係る受益と負担の
あり方について」 （ 素案）

意見提出者 227人
意見提出数 361件
原案の修正　  6件

危機管理室
危機管理課

11
北九州市国土強靭化地域計画
（ 素案）

意見提出者　  0人
意見提出数　  0件
原案の修正　  0件

企画調整局
都市マネジメント政
策課

12
北九州市環境基本計画（ 改訂
案）

意見提出者　18人
意見提出数　63件
原案の修正　26件

環境局
産業廃棄物対策課

13
環境都市における産業廃棄物処
理高度化に向けた制度のあり方
（ 答申案）

意見提出者　12人
意見提出数　51件
原案の修正　  3件

環境局
総務課

14
北九州広域都市計画都市再開発
方針決定版（ 素案）

意見提出者　  3人
意見提出数   7件
原案の修正　  0件

建築都市局
再開発課

保健福祉局
地域福祉推進課
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件名 実施結果 担当課実施期間

意見募集
平成29年8月15日
～平成29年9月14日

結果公表
平成30年3月5日
～平成30年6月4日

意見募集
平成29年12月15日
～平成30年1月15日

結果公表
平成30年3月8日
～平成30年6月8日

意見募集
平成29年12月15日
～平成30年1月15日

結果公表
平成30年3月8日
～平成30年6月8日

意見募集
平成29年12月15日
～平成30年1月15日

結果公表
平成30年3月8日
～平成30年6月8日

意見募集
平成30年1月12日
～平成30年2月5日

結果公表
平成30年3月12日
～平成30年6月12日

意見提出者　  7人
意見提出数　32件
原案の修正　  4件

保健福祉局
長寿社会対策課

建築都市局
都市計画課

15
北九州市都市計画マスタープラ
ン改訂版（ 素案）

意見提出者　16人
意見提出数　19件
原案の修正　  0件

意見提出者　534人
意見提出数1, 172件
原案の修正　 95件

計

16
(仮称） 北九州市いきいき長寿プ
ラン（ 素案）

意見提出者  69人
意見提出数 119件
原案の修正　  7件

保健福祉局
障害福祉企画課

17
「 （ 次期） 北九州市障害者支援
計画」 （ 素案）

保健福祉局
健康推進課

環境局
施設課

18

19

（ 仮称） 第二次北九州市健康づ
く り推進プラン（ 素案）

日明かんびん資源化センター建
替えに係る公共事業評価に関す
る検討会議を踏まえた市の対応
方針（ 案）

意見提出者  19人
意見提出数　75件
原案の修正　 5件

意見提出者　  5人
意見提出数　11件
原案の修正　  0件

○ これまでの市民意見提出手続の実施状況

年度 件数 意見提出者 意見提出数 原案の修正

27 19件 599人 1,308件 323件

28 17件 275人 700件 87件

29 19件 534人 1,172件 95件


