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市 民 参 加 に つ い て 

Ⅰ 自治基本条例と市民参加条例 

１ 自治基本条例における市民参加の規定 

  ・自治基本条例第２３条では、市民の市政への参画を推進するため、

市の執行機関の努めるべき事項として、市民の市政への参画の機会

を拡充すること、また、附属機関の委員の選任にあたり、市民が適

正に参画できるよう努めることを定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市民参加条例 

 （１）市民参加の定義 

・市民参加条例では、「市民参加」について、政策の立案、実施、評

価等の各段階において、市民が市政に関して意見を述べ、提案す

ることと定義しています。 

・市民参加条例における市民参加は、市民が、総合振興計画などの

行政計画を策定するような行政活動に関わる行政参加のことをい

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）市民参加の対象 

① 基本構想、基本計画等の市の基本的な事項を定める計画の策定 

 ・総合振興計画、男女共同参画行動計画、地域防災計画、都市計

画マスタープランなど 

 

資料２ 

市民参加条例  

 （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) 市民参加 政策の立案、実施、評価等の各段階において、市民が市政に関

して意見を述べ、又は提案することをいう。  

 

自治基本条例  

 （市民の市政への参画） 

第２３条 市の執行機関は、別に条例で定めるところにより、市民が市政に参画

できるようその機会の拡充に努めるものとする。  

２ 市の執行機関は、附属機関の委員の選任に当たっては、別に条例で定めると

ころにより、適正に市民が参画できるよう努めなければならない。  
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② 市政に関する基本方針を定める条例の制定 

 ・自治基本条例、環境基本条例など 

③ 市民に義務を課す条例、市民の権利を制限する条例の制定 

 ・空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条

例、空き地の環境保全に関する条例、文化財保護条例など 

④ 市民の生活に重大な影響を及ぼす条例の制定 

 ・情報公開条例、個人情報保護条例など 

⑤ 大規模な市の施設の設置に係る基本計画等の策定 

 ・大規模な市の施設とは、公共の用に供される公民館、公園、保

育園、道路、水道施設等の施設で設置に係る費用（用地費、調

査設計費、工事費等その施設の設置に係る総事業費）が３億円

以上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民参加条例  

 （市民参加の対象） 

第５条 市の機関は、次に掲げる施策（以下「対象施策」という。）を実施しよう

とするときは、市民参加を求めなければならない。 

(1) 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変

更 

(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正又は廃止  

(3) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限することを内容とする条例の制

定、改正又は廃止 

(4) 市民の生活に重大な影響を及ぼす条例の制定、改正又は廃止  

(5) 公共の用に供される大規模な市の施設の設置に係る基本計画等の策定又

は変更 

２ 市の機関は、前項の規定にかかわらず、対象施策のうち次の各号のいずれか

に該当するものについては、市民参加を求めないものとする。  

(1) 軽易と認められるもの 

(2) 緊急に実施しなければならないもの  

(3) 法令の規定により対象施策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) 市の機関内部の事務処理に関するもの  

(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの 

３ 市の機関は、前項の規定により市民参加を求めないこととしたときは、その

理由を公表するものとする。 

４ 市の機関は、対象施策以外の施策（第２項各号に掲げるものを除く。）にあっ

ても、市民参加を求めることができる。  
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 ※対象施策であっても、軽易なもの、緊急に実施するもの、法令

の規定により実施するもの、市の内部の事務処理に関するもの、

市税の賦課徴収等に関するものについては、市民参加を求めな

いこととしています。 

 

 （３）市民参加の方法等 

・市民参加条例では、市民参加条例で定める方法から１以上の方法

で、市民参加を求めることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 附属機関への付議 

 ・附属機関とは、地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づ

き、法律又は条例により設置される自治紛争処理委員、審査会、

審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機

関のことです。 

 ・市の機関が、附属機関（構成の全部又は一部に市民が含まれる

市民参加条例  

 （市民参加の方法） 

第６条 市の機関は、前条第１項又は第４項の規定により市民参加を求めるとき

は、次に掲げる市民参加の方法のうち１以上の方法によらなければならない。 

(1) 附属機関（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項

に規定する附属機関で、その構成の全部又は一部に市民が含まれるものをい

う。以下同じ。）への付議  

(2) 市民意見提出制度（市の機関が施策の趣旨、目的、内容等の必要な事項を

広く公表した上で、これに対する市民からの意見を求め、提出された意見を

考慮し、意思決定を行うとともに、意見に対する考え方を公表する制度をい

う。以下同じ。）の実施  

(3) 市民説明会（市の機関が施策の趣旨、目的、内容等に対しての説明を行い、

これに対して市民と市の機関及び市民同士の意見交換を目的とする集まりを

いう。以下同じ。）の開催 

(4) ワークショップ（市の機関が施策に対して複数の市民との一定の合意形成

を図るために行う手法で、市民と市の機関及び市民同士の自由な議論を目的

とする集まりをいう。以下同じ。）の実施  

(5) 市民政策提案制度（市の機関が市民に政策の提案を求め、提案された内容

を検討し、意思決定を行うとともに、提案に対する考え方を公表する制度を

いう。以下同じ。）の実施 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法  
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もの）を設置して、市の機関からの諮問等に対する答申、報告

等を求めるものです。 

 ・公募委員の応募資格は、１８歳以上の市民（市内に居住・通勤・

通学する者）とし、また、附属機関の選任基準として、公募委

員の比率を委員総数の３０％以上、男女の構成比率を男女いず

れも委員総数の３０％以上、同一の附属機関に継続して在任す

ることができる期間は１０年以内、委員を兼任することができ

る附属機関の数を５以内としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 市民意見提出制度（パブリック・コメント） 

 ・市の機関が、施策の案を公表して市民から意見を募集し、提出

された意見を考慮して施策の意思決定を行うとともに、意見に

対する考え方を公表する制度です。 

 ・施策の案の公表にあたっては、概要や関連情報などを併せて公

市民参加条例  

 （附属機関の委員の選任及び会議の公開）  

第７条 市の機関は、附属機関の委員を選任しようとするときは、次の各号に掲

げる事項につき、当該各号に定める基準によらなければならない。ただし、法

令又は条例の規定により委員の構成が定められているとき、その他当該基準に

よらないことに正当な理由があると認められるときは、この限りでない。  

(1) 公募による委員の比率 附属機関の委員総数（以下「委員総数」という。）

の３０パーセント以上とする。 

(2) 男女の構成比率  男女いずれの委員数も委員総数の３０パーセント以上

とする。 

(3) 同一の附属機関において継続して在任することができる期間  １０年以

内とする。 

(4) 委員を兼任することができる附属機関の数  ５以内とする。 

２ 市の機関は、附属機関の委員を選任したときは、委員の氏名及び選任の区分

を公表するものとする。 

３ 附属機関の会議の公開及び会議録の写しの閲覧は、久喜市審議会等の会議の

公開に関する条例（平成２２年久喜市条例第２６号）の規定によるものとする。 

 

 （附属機関の委員の応募資格及び選考）  

第９条 附属機関の委員を公募する場合における当該委員に応募する資格を有す

る者は、１８歳以上の市民（市内に居住し、通勤し、又は通学する者に限る。

第１５条及び第１６条第１項において同じ。）とする。 
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表すること、意見の募集期間は原則として３０日以上とするこ

と、また、提出された意見について個別の回答は行わず、意見

の概要と意見に対する市の考え方を市のホームページなどで公

表することとしています。 

 ・意見を提出できるものの範囲は、市民（市内に居住・通勤・通

学する者、市内で事業を営む者、市内で活動する者）のほか、

市に対して納税義務を有する者及び当該施策に利害関係を有す

る者としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 市民説明会 

 ・事前に市民説明会の開催を公表し、説明会において、参加した

市民に対して市の機関が施策の案などの説明を行い、その内容

について、市民と市の機関、市民同士の意見交換を行います。 

 

 ・市民説明会に参加できる者の範囲は、原則として、市民（市内

市民参加条例  

 （市民意見提出制度の実施の手続）  

第１０条 市の機関は、市民意見提出制度を実施しようとするときは、あらかじ

め次に掲げる事項を公表しなければならない。  

(1) 市民意見提出制度の実施の対象となる施策（以下この条において「施策」

という。）の案を作成した趣旨、目的及び背景  

(2) 施策の案、概要及び当該案に関する資料  

(3) 施策の案に対する意見の提出方法、提出期間及び提出先  

(4) 施策の案に対する意見を提出できるものの範囲 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項  

２ 市の機関は、施策の案を公表した日から起算して３０日以上の期間を設けて、

意見を募集しなければならない。ただし、当該期間を設けることができない特

別な事情があるときは、この限りでない。  

３ 市の機関は、市民から提出された意見を考慮して意思決定を行ったときは、

当該意見の概要及び当該意見に対する考え方並びに施策の案を修正したときは

その修正した内容を公表しなければならない。ただし、久喜市情報公開条例（平

成２２年久喜市条例第１２号）第７条各号に掲げる情報（以下「非公開情報」

という。）に該当すると認められるものは公表しないものとする。 

 （市民意見提出制度の実施により意見を提出できるものの範囲）  

第１１条 市民意見提出制度の実施により意見を提出することができるものの範

囲は、市民、市に対して納税義務を有するもの及び当該市民意見提出制度の実

施の対象となる施策に利害関係を有するものとする。 
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に居住・通勤・通学する者、市内で事業を営む者、市内で活動

する者）、市に対して納税義務を有するもの及び当該施策に利害

関係を有する者としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ワークショップ 

 ・施策について、市民との一定の合意形成を図るため、共同作業

を通して、市民と市、また、市民同士の自由な議論を目的とす

る集まりをいいます。市民が主体的に検討作業を行い、自由な

議論が行われます。なお、参加できる者の範囲は、市民説明会

の場合と同様です。 

 

 

 

 

 

⑤ 市民政策提案制度 

 ・市の機関がテーマを定めて市民に政策の提案を求め、提案され

た政策の検討を行い、意思決定を行うとともに考え方を公表す

る制度です。また、対象施策について、市民が自発的に政策を

提案することもできるものです。 

 ・政策の提案は、１３歳以上の市民５人以上の連署により行うこ

市民参加条例  

 （ワークショップの実施の手続） 

第１４条 ワークシヨップの実施については、前２条の規定を準用する。  

 

市民参加条例  

 （市民説明会の開催の手続） 

第１２条 市の機関は、市民説明会を開催しようとするときは、あらかじめ次に

掲げる事項を公表しなければならない。  

(1) 市民説明会の開催日時及び場所  

(2) 市民説明会の議題及び当該議題に関する資料 

(3) 市民説明会に参加できるものの範囲  

(4) 前３号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項  

２ 市の機関は、市民説明会を開催したときは、その開催の記録を作成し、これ

を公表しなければならない。ただし、非公開情報に該当すると認められるもの

は公表しないものとする。 

 （市民説明会に参加できるものの範囲）  

第１３条 市民説明会に参加して意見を述べることができるものの範囲は、市民、

市に対して納税義務を有するもの及び当該市民説明会の議題に係る施策に利害

関係を有するものとする。ただし、市の機関は、必要があると認めるときは、

その範囲を広げ、又は狭めることができる。  
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と、また、政策提案の内容が市政運営に関わることから、政策

を提案できる市民は、市内に居住・通勤・通学する者に限定し

ています。（市民参加条例第９条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 市の機関が適当と認める方法 

 ・アンケートの実施、フォーラムやシンポジウムの開催などのほ

か、新たに創造される市民参加の方法も含みます。施策に応じ

て、適切な方法により市民参加を求めるものです。 

 

 （４）市民参加推進員制度 

・１３歳以上の市民を対象として、市民参加推進員に登録していた

だき、積極的に市民参加に努めていただくとともに、友人・知人

等に働きかけをしていただき、より多くの市民参加を図る制度で

す。なお、登録は、市内に居住・通勤・通学する者としています。

（市民参加条例第９条） 

・市は、市民参加推進員に対して市民参加に関する情報の提供を行

い、市民参加推進員は、自ら積極的な市民参加に努めるとともに、

他の市民に対して情報を提供し、市民参加を働きかけることを役

割とするものです。 

 

市民参加条例  

 （市民政策提案制度の実施の手続）  

第１５条 市民は、市の機関が実施する市民政策提案制度による場合のほか、対

象施策（第５条第２項各号に掲げるものを除く。）の範囲内において、自発的に

市の機関に対して政策の提案をすることができる。 

２ 前項の政策の提案は、１３歳以上の市民の５人以上の連署をもって、その代

表者（以下「提案代表者」という。）から市の機関に対して行うものとする。 

３ 市の機関は、市民に対して政策の提案を求めようとするときは、あらかじめ

次に掲げる事項を公表しなければならない。  

(1) 提案を求める目的 

(2) 提案の提出方法、提出期間及び提出先  

(3) 提案をすることができる者の範囲  

(4) 前３号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項  

４ 市の機関は、市民から提案された政策の内容を検討し、その結果及び理由を

提案代表者に通知するとともに、これらを公表しなければならない。ただし、

非公開情報に該当すると認められるものは公表しないものとする。  
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 （５）市民参加計画 

・市の機関が市民参加を求めるものについて、施策の名称、市民参

加の方法、実施時期などの市民参加の実施予定とその実施結果を

取りまとめ、これを市民参加計画として公表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民参加条例  

 （市民参加計画及び実施状況の公表）  

第１７条 市長は、毎年度、その年度における市民参加の実施の予定を取りまと

め、市民参加計画を作成し、これを公表するものとする。 

２ 市長は、前年度における市民参加計画の実施状況を取りまとめ、これを公表

するものとする。 

市民参加条例  

 （市民参加推進員の公募、登録及び役割）  

第１６条 市長は、市民参加を推進するため、１３歳以上の市民を対象にして市

民参加推進員を公募し、これに応じた者を市民参加推進員として登録するもの

とする。 

２ 前項の規定による市民参加推進員の登録を受ける者は、市長に当該登録に係

る事項を届け出なければならない。 

３ 第１項の規定による市民参加推進員の登録の期間（以下「登録期間」という。）

は、登録した日から起算して１年を経過する日の属する年度の末日までとする。 

４ 市民参加推進員は、登録期間内において登録した事項に変更があったとき、

又は登録を辞退するときは、市長にその旨を届け出なければならない。  

５ 市長は、市民参加推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録

を取り消すものとする。 

(1) 第１項に規定する要件を欠くに至ったとき。 

(2) 登録を辞退する届出を提出したとき。  

(3) 登録に係る事項の届出又は登録した事項の変更の届出に虚偽の事項を記

載したとき。 

(4) 市民参加推進員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。 

６ 市の機関は、市民参加推進員に対して市民参加に関する情報を提供するとと

もに、市民参加に関しての協力を依頼するものとする。 

７ 市民参加推進員は、次に掲げる役割を担うものとする。 

(1) 市の機関からの市民参加に関する情報の提供に基づき、積極的に市民参加

をするよう努めるとともに、市民に対して市民参加を働きかけること。  

(2) この条例に定める事項に関し意見を述べ、又は提案すること。  
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 （６）市民参加コーナー 

・市民参加に関する情報を提供するため、市内の公共施設に市民参

加コーナーを設置し、市民参加の情報をまとめて公表しています。 

 ① 配架している情報 

  ・市民参加計画（実施状況） 

  ・附属機関の会議の開催、公募委員の募集 

  ・市民意見提出制度（パブリック・コメント）の実施（結果） 

  ・市民説明会の開催（結果） 

  ・ワークショップの開催（結果） 

  ・市民政策提案制度募集、検討結果 

  ・その他市民参加を求めている情報（実施結果） 

 ② 設置施設（市内２４か所） 

 施  設  名 

久喜地区 

（８か所） 

久喜市役所（１階ロビー） 

公文書館（１階ロビー） 

ふれあいセンター久喜（１階窓口） 

中央公民館（１階ロビー） 

東公民館（１階窓口） 

清久コミュニティセンター・西公民館（窓口） 

中央図書館（１階ロビー） 

総合第１体育館（１階ラウンジ） 

菖蒲地区 

（５か所） 

菖蒲総合支所（１階ロビー） 

菖蒲文化会館〔アミーゴ〕（１階ロビー） 

森下公民館（１階窓口） 

菖蒲老人福祉センター（ロビー） 

菖蒲温水プール〔アクレ〕（ラウンジ） 

栗橋地区 

（５か所） 

栗橋総合支所（１階ロビー） 

栗橋コミュニティセンター〔くぷる〕（ロビー） 

栗橋文化会館〔イリス〕（１階ロビー） 

栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター（ロビー） 

栗橋公民館（１階窓口） 

鷲宮地区 

（６か所） 

鷲宮総合支所（１階ロビー） 

鷲宮東コミュニティセンター〔さくら〕（１階ロビー） 

鷲宮西コミュニティセンター〔おおとり〕（１階ロビー） 

鷲宮公民館（１階ロビー） 

鷲宮温水プール（玄関） 

鷲宮図書館・郷土資料館（１階玄関ホール） 
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Ⅱ 市民参加の実施状況（資料３参照） 

１ 平成２２年度の実施状況 

 （１）附属機関 

  ・会議を開催した附属機関：４３附属機関 

  ・委員を公募した附属機関：３１附属機関 

 

 （２）市民意見提出制度（パブリック・コメント） 

   ・実施件数：７件 

 

 （３）ワークショップ 

   ・実施件数：１件 

 

 （４）その他の市民参加 

   ・子ども議会の開催、市民懇談会の開催、市章の策定（デザイン募

集・アンケート実施）、男女共同参画に関する市民意識調査等 

 

 （５）市民参加を求めなかった施策 

   ・市税条例の一部改正：３件 

 

２ 平成２３年度の実施状況 

 （１）附属機関 

   ・会議を開催した附属機関：４７附属機関 

   ・委員を公募した附属機関：４附属機関 

 

 （２）市民意見提出制度（パブリック・コメント） 

   ・実施件数：１８件 

 

 （３）ワークショップ 

   ・実施件数：２件 

 

 （４）その他の市民参加 

   ・市民懇談会の開催、市の花・木・歌の制定意見募集、女性議会の

開催等 

 

 （５）市民参加を求めなかった施策 

   ・市税条例の一部改正：５件 

   ・都市計画税条例の一部改正：１件 
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３ 平成２４年度上半期の実施状況  

 （１）附属機関 

   ・委員を公募した附属機関：２０附属機関 

 

 （２）市民意見提出制度（パブリック・コメント） 

   ・実施件数：６件 

 

 （３）ワークショップ 

   ・実施件数：０件 

 

 （４）その他の市民参加 

   ・市民懇談会、子ども議会の開催等 

 

 （５）市民参加を求めなかった施策 

   ・市税条例の一部改正：１件 

 

 


