
資料１-１

■附属機関

附属機関の名称 実施時期 内容 実施状況 担当課

6月15日～7月10日 委員公募（3人） 3人選考/4人応募

10月
議員報酬並びに市長、副市長及び教育
長の給料の額の審議

2回開催

10月1日～10月30日 委員公募（4人） 4人選考/4人応募

8月～平成28年2月
久喜市行政改革大綱の進捗に関する調
査および審議

2回開催

7月1日～7月27日 委員公募（3人） 3人選考/3人応募

10月～11月
市が実施する行政評価システムおよび
施策評価・事務事業評価についての検
証

2回開催

指定管理者候補者選
定委員会

9月～10月 指定管理者の候補者の選定 3回開催 企画政策課

男女共同参画審議会 5月～7月
久喜市の男女共同参画の推進に関する
事項についての調査および審議

2回開催 人権推進課

情報公開・個人情報保
護運営審議会

4月～平成28年3月
情報公開制度・個人情報保護制度の運
営についての審議

2回開催 公文書館

自治基本条例推進委
員会

8月～平成28年3月
自治基本条例の運用・普及・見直しに関
する事項の調査および審議

2回開催 自治振興課

地域公共交通会議 7月～平成28年1月
市が行う公共交通施策の検討・協議およ
び久喜市公共交通計画に基づく事業の
検証

5回開催 生活安全課

文化会館運営委員会 平成28年1月
菖蒲文化会館・栗橋文化会館の運営に
関し必要な事項の調査および審議

1回開催 生活安全課

公募なし 委員公募（5人） 平成28年度に延期のため

平成28年2月

青少年の指導、育成、保護および矯正に
関する総合的施策の適切な実施を期す
るために必要な関係行政機関相互の連
絡調整

1回開催

平成27年3月15日
～4月10日

委員公募（5人） 5人選考/6人応募

8月 街路樹の選定についての審議 1回開催

環境監査委員会 平成28年2月
環境の保全および創造に関する施策の
適正な推進を確保するための調査およ
び審議

1回開催 環境課

6月1日～6月30日 委員公募（6人） 6人選考/13人応募

10月～平成28年3月
ごみ処理基本計画等の策定に関する調
査および検討

4回開催

農業振興協議会 11月
農業の振興に関する事項等についての
審議

1回開催 農業振興課

特別職報酬等審議会 人事課

行政改革推進委員会 企画政策課

平成２７年度市民参加計画の実施状況等

行政評価委員会 企画政策課

青少年問題協議会 生活安全課

環境審議会 環境課

ごみ処理検討委員会 環境課
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民生委員推薦会 開催なし
民生委員・児童委員（主任児童委員）候
補者の審査および推薦

文書審議による推薦３回 社会福祉課

健康福祉推進委員会 5月～平成28年3月
健康福祉施策の推進に係る事項につい
ての調査

4回開催 社会福祉課

福祉オンブズパーソン 開催なし
健康福祉サービスに関する苦情申立て
等の調査、意見、勧告等

案件がなかったため 社会福祉課

障がい者施策推進委
員会

7月～平成28年2月 障がい者に関する施策の推進 2回開催
障がい者福祉
課

障害支援区分認定審
査会

4月～平成28年3月
障害福祉サービスを受けるために必要
な障害支援区分の審査および判定

13回開催
障がい者福祉
課

平成27年3月1日～
平成27年3月31日

委員公募（6人） 6人選考/6人応募

7月～平成28年3月
介護保険事業および高齢者福祉事業に
関わる事項についての審議等

3回開催

老人ホーム入所判定
委員会

7月～平成28年2月 老人ホーム入所措置の要否判定 2回開催 介護福祉課

介護認定審査会 4月～平成28年3月
介護保険制度における要介護認定の審
査および判定

168回開催
介護福祉課
各総合支所福
祉課

児童福祉審議会 11月～平成28年3月
児童福祉に関する事項についての
調査および審議

2回開催 子育て支援課

児童館運営委員会 6月～平成28年2月
児童センター・鷲宮児童館の行う業務の
企画および運営に関しての審議

2回開催 子育て支援課

医療体制等推進協議
会

11月～平成28年3月
医療機関のネットワークの構築等地
域医療の充実に関する審議

2回開催 健康医療課

健康づくり推進会議 7月～平成28年3月 久喜市健康増進計画の推進 2回開催 健康医療課

食育推進会議 7月～平成28年3月 久喜市食育推進計画の推進 2回開催 健康医療課

国民健康保険運営協
議会

8月～平成28年1月
国民健康保険の運営に関する重要事項
の審議

2回開催
国民健康保険
課

市営住宅入居者選考
委員会

開催なし
市営住宅入居予定者の選考等に関する
審議

入居者募集がなかったため 営繕課

都市計画審議会 5月～11月
都市計画に関する事項の調査および審
議

3回開催 都市計画課

液状化対策検討委員
会

4月～平成28年3月

液状化被害のあった地区における今後
の液状化対策を検討し、市が策定する
液状化対策事業計画の妥当性について
の審議

2回開催 都市整備課

久喜都市計画事業栗
橋駅西（栗橋地区）土
地区画整理審議会

8月～平成28年3月
土地区画整理法において定められた事
項についての審議

2回開催 都市整備課

6月1日～6月30日 委員公募（5人） 5人選考/10人応募

10月～平成28年2月
（仮称）本多静六記念　市民の森・緑の
公園の整備に関する基本計画等を策定
するための調査および検討

2回開催

（仮称）本多静六記念
市民の森・緑の公園整
備検討委員会

都市整備課

介護保険運営協議会 介護福祉課
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建築審査会 5月～平成28年3月
建築基準法に基づく同意や審査請求に
対する裁決についての議決、建築基準
法に関する重要事項の調査および審議

3回開催 建築審査課

しょうぶ会館運営委員
会

4月～平成28年3月
しょうぶ会館の運営に関し必要な事項に
ついての調査および審議

4回開催 しょうぶ会館

水道事業運営審議会 7月～平成28年1月 水道事業の運営に関する事項の審議 2回開催 水道業務課

下水道・農業集落排水
事業運営審議会

平成28年1月
下水道事業および農業集落排水事業の
管理運営に関する重要な事項について
審議

1回開催 下水道業務課

学校給食審議会 平成28年3月 学校給食の運営に関する審議 1回開催 学務課

平成27年3月15日
～4月15日

委員公募（6人） 6人選考/6人応募

7月～12月 市立幼稚園の保育料等に関する審議 4回開催

5月15日～6月15日 委員公募（6人） 6人選考/6人応募

8月～平成28年1月 市立小・中学校の学区等に関する審議 4回開催

障がい児就学支援委
員会

8月～平成28年2月
障がいの状態に応じた教育が受けられ
るように教育措置の適正化を期するため
の判断･支援

4回開催 指導課

幼児教育研究協議会 7月～平成28年2月
幼児教育の振興を図るための幼児期の
家庭教育、保幼小連携についての意見
交換

3回開催 指導課

生涯学習推進会議 7月～平成28年3月
生涯学習の推進のための提言および生
涯学習の推進に関する基本的な指針の
策定についての審議等

2回開催 生涯学習課

野久喜集会所運営委
員会

6月～平成28年3月
集会所における事業の企画・運営につい
て諮問し、管理運営への協力を得る

4回開催 生涯学習課

内下集会所運営委員
会

6月～平成28年3月
集会所における事業の企画・運営につい
て諮問し、管理運営への協力を得る

3回開催 生涯学習課

5月15日～6月15日 委員公募（5人） 5人選考/5人応募

8月～平成28年3月
スポーツに関する計画や重要事項の調
査および審議

3回開催

文化財保護審議会 開催なし 文化財保護に関する審議
教育委員会の諮問がなかっ
たため

文化財保護課

栗橋町史編さん委員会 開催なし
栗橋町史編さんおよび刊行に関する審
議

教育委員会の諮問、編さん
及び刊行の審議がなかった
ため

文化財保護課

市立図書館協議会 7月～平成28年2月 図書館の運営に関する協議 3回開催 中央図書館

市立幼稚園保育料等
検討委員会

学務課

市立小・中学校学区等
審議会

学務課

スポーツ推進審議会 生涯学習課
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意見募集の案件名
（施策の名称）

実施時期 内容 実施状況 担当課

（仮称）久喜市個人番
号の利用に関する条例
の制定について

実施なし 企画政策課

久喜市総合振興計画
の一部改定（案）

10月5日～11月4日
久喜市総合振興計画の一部改定（案）に
対する意見募集

意見件数　4人　4件 企画政策課

久喜市公共施設等総
合管理計画（案）

12月15日～
平成28年1月14日

久喜市公共施設等総合管理計画（案）に
ついての意見募集

意見件数　2人　10件 企画政策課

久喜市人口ビジョン
（案）及び久喜市総合
戦略（案）

平成28年1月30日～
2月28日

久喜市人口ビジョン（案）及び久喜市総
合戦略（案）に対する意見募集

意見件数　6人　17件 企画政策課

（仮称）久喜市農業農
村基本計画（案）

6月10日～7月9日
（仮称）久喜市農業農村基本計画（案）に
ついての意見募集

意見件数　0人　0件 農業振興課

久喜市都市計画法に
基づく開発許可等の基
準に関する条例の一部
改正（案）

10月5日～11月4日
久喜市都市計画法に基づく開発許可等
の基準に関する条例の一部改正（案）に
ついての意見募集

意見件数　1人　1件 都市計画課

申請に対する処分に係
る審査基準及び標準
処理期間等の一部改
正（案）

10月5日～11月4日
申請に対する処分に係る審査基準及び
標準処理期間等の一部改正（案）につい
ての意見募集

意見件数　0人　0件 都市計画課

久喜市都市計画マス
タープランの一部改訂
（案）

10月5日～11月4日

久喜市都市計画マスタープランの一部
改訂（案）についての意見募集
・東京理科大学跡地
・吉羽地区
・菖蒲町菖蒲地区
・新たなごみ処理施設、（仮称）本多静六
記念市民の森・緑の公園

意見件数　13人　15件 都市計画課

久喜都市計画事業栗
橋駅西（栗橋地区）土
地区画整理事業に係
る町界町名変更（案）

11月2日～12月2日
久喜都市計画事業栗橋駅西（栗橋地区）
土地区画整理事業に係る町界町名変更
（案）についての意見募集

意見件数　4人　13件 都市整備課

（仮称）菖蒲運動公園
整備計画

8月11日～9月10日
公園施設（運動施設、休養施設および便
益施設など）の配置計画に対する意見募
集

意見件数　15人　41件 都市整備課

久喜市建築物耐震改
修促進計画（案）

平成28年1月26日～
2月25日

久喜市建築物耐震改修促進計画（案）に
対する意見募集

意見件数　0人　0件 建築審査課

久喜市生活排水処理
基本計画（案）

平成28年2月25日～
3月28日

久喜市生活排水処理基本計画について
の意見募集

意見件数　0人　0件 下水道業務課

平成26年度久喜市農
業委員会活動

5月8日～6月8日
平成26年度久喜市農業委員会活動計画
の点検・評価（案）に対する意見募集

意見件数　0人　0件
農業委員会事
務局

平成27年度久喜市農
業委員会活動

5月8日～6月8日
平成27年度久喜市農業委員会活動計画
（案）に対する意見募集

意見件数　0人　0件
農業委員会事
務局

久喜市子ども読書活動
推進計画（第3次）

11月24日～12月23日
久喜市子ども読書活動推進計画（第3
次）についての意見募集

意見件数　1人　2件 中央図書館

■市民意見提出制度（パブリック・コメント）

番号法第９条第２項に規定する庁内連携と独自利用について、個人番
号利用に必要な事項を定めるため、久喜市個人番号の利用に関する
条例の制定にあたり内容を検討した結果、市民参加条例第５条第２項
第３号及び第４号の規定により、市民参加を求めない。
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■市民説明会

市民説明会の名称
（施策の名称）

実施時期 内容 実施状況 担当課

■ワークショップ

ワークショップの名称
（施策の名称）

実施時期 内容 実施状況 担当課

■市民政策提案制度

提案募集の案件名
（施策の名称）

実施時期 内容 実施状況 担当課

■その他の市民参加

市民参加を求める
施策の名称

実施時期 内容 実施状況 担当課

市民懇談会 7月4日・5日・11日
市政運営についての市民と市長等の意
見交換

開催回数　5回（7月4日/2
回、7月5日/2回、7月11日/1
回）参加人数　360人

シティプロモー
ション課

久喜市ＬＯＶＥくきネット
ワーク

5月～平成28年1月
久喜市のシティプロモーション活動につ
いての協議や意見交換等

開催回数　4回（5月12日、7
月30日、10月8日、平成28年
1月21日）委員数　12人

シティプロモー
ション課

5月1日～5月29日 市民特派員の公募（8人） 5人選考/6人応募

平成28年2月1日～
2月29日

市民特派員の公募（8人） 6人選考/6人応募

7月～平成28年3月
市内の話題や催し物等の写真撮影と記
事の作成

記事提供件数　35件

5月15日～6月18日 地域創生市民会議委員の公募（5人） 5人選考/11人応募

8月～平成28年3月
人口減少時代の到来を受け、まち・ひと・
しごとの創生を目指す、総合戦略などの
策定などにあたり、意見を述べる

4回開催

総合教育会議 6月～11月
より一層の民意を反映した教育行政の
推進

2回開催 企画政策課

東京理科大学久喜キャ
ンパス跡地の活用方法
のアイデア募集

平成28年2月25日～
3月31日

東京理科大学久喜キャンパス跡地の活
用方法についてアイデアを募集

アイデア件数　57人　215件 企画政策課

案件なし

案件なし

案件なし

くき市民特派員
シティプロモー
ション課

地域創生市民会議 企画政策課
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6月1日～6月26日 女性議会議員の公募（8人） 1人選考/1人応募

10月27日
女性の視点から捉えた市政全般につい
ての意思表明

14人参加

随時 市民参加推進員の公募 3人登録

4月～平成28年3月
市民参加推進員への市民参加に関する
情報の提供

情報提供回数（件数）
10回（28件）

久喜地域会議 7月～平成28年3月
地域の特色を生かした取り組み及び地
域の課題の解決のための取り組みにつ
いての検討及び協議

6回開催 自治振興課

菖蒲地域会議 7月～9月
地域の特色を生かした取り組み及び地
域の課題の解決のための取り組みにつ
いての検討及び協議

3回開催
菖蒲総合支所
総務管理課

栗橋地域会議 7月～10月
地域の特色を生かした取り組み及び地
域の課題の解決のための取り組みにつ
いての検討及び協議

4回開催
栗橋総合支所
総務管理課

鷲宮地域会議 7月～10月
地域の特色を生かした取り組み及び地
域の課題の解決のための取り組みにつ
いての検討及び協議

4回開催
鷲宮総合支所
総務管理課

社会教育委員会議 6月～平成28年3月
社会教育事業に対する意見聴取・助言
等

3回開催 生涯学習課

■対象施策であって市民参加を求めなかった施策

施策の名称 実施時期 内容
市民参加を求めなかった

理由
担当課

久喜市個人情報保護
条例の一部改正

平成27年10月1日改正
行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法
律の制定に伴う改正

※1 公文書館

久喜市情報公開条例
の一部改正

平成28年4月1日改正
行政不服審査法の改正に伴う情報公
開条例の改正

※1 公文書館

久喜市個人情報保護
条例の一部改正

平成28年4月1日改正
行政不服審査法の改正に伴う個人情
報保護条例の改正

※1 公文書館

久喜市情報公開・個
人情報保護審査会条
例の一部改正

平成28年4月1日改正
行政不服審査法の改正に伴う情報公
開・個人情報保護審査会条例の改正

※1 公文書館

※1：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改正のため

市民参加推進員 自治振興課

2015久喜市いきいき女
性議会

人権推進課
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■附属機関

附属機関の名称 実施時期 内容 担当課

7月1日～7月25日 委員公募（6人）

未定
総合振興計画後期基本計画の策定
に関する調査・審議

行政改革推進委員
会

4月～平成29年3月
次期行政改革大綱の策定および久
喜市行政改革大綱の進捗に関する
調査・審議

企画政策課

行政評価委員会 4月～平成29年3月
市が実施する行政評価システムお
よび施策評価・事務事業評価につ
いての検証

企画政策課

指定管理者候補者
選定委員会

7月～平成29年3月 指定管理者の候補者の選定 企画政策課

男女共同参画審議
会

4月～平成29年3月
久喜市の男女共同参画の推進に関
する事項についての調査および審
議

人権推進課

5月15日～6月15日 委員公募（3人）

4月～平成29年3月
情報公開制度・個人情報保護制度
の運営についての審議

自治基本条例推進
委員会

4月～平成29年3月
自治基本条例の運用・普及・見直
しに関する事項の調査および審議

自治振興課

平成29年3月1日～
3月31日

委員公募（8人）

4月～平成29年3月
市が行う公共交通施策の検討・協
議

5月1日～6月10日 委員公募（5人）

7月～平成29年3月

青少年の指導、育成、保護および
矯正に関する総合的施策の適切な
実施を期するために必要な関係行
政機関相互の連絡調整

ごみ処理検討委員
会

4月～平成29年3月
久喜市一般廃棄物（ごみ）処理基
本計画等の策定に関する調査およ
び検討

環境課

地域公共交通会議 生活安全課

青少年問題協議会 生活安全課

平成28年度市民参加計画

　附属機関とは、市民や学識経験者などの意見を行政運営に反映するために設けられた審議会や委
員会などの機関をいいます。

総合振興計画審議
会

企画政策課

情報公開・個人情
報保護運営審議会

公文書館
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環境監査委員会 4月～平成29年3月
環境の保全および創造に関する施
策の適正な推進を確保するための
調査および審議

環境課

7月1日～7月25日 委員公募（6人）

4月～平成29年3月
農業の振興に関する事項等につい
ての審議

7月5日～8月5日 委員公募（5人）

8月～答申を行う日
条例に盛り込むべき事項及びその
内容について検討

平成28年3月15日～
4月14日

委員公募（4人）

4月～平成29年3月
民生委員・児童委員（主任児童委
員）候補者の審査および推薦

未定 委員公募（3人）

4月～平成29年3月
健康福祉施策の推進に係る事項に
ついての調査

福祉オンブズパー
ソン

4月～平成29年3月
健康福祉サービスに関する苦情申
立て等の調査、意見、勧告等

社会福祉課

6月1日～6月30日 委員公募（6人）

4月～平成29年3月 障がい者に関する施策の推進

障害支援区分認定
審査会

4月～平成29年3月
障害福祉サービスを受けるために
必要な障害支援区分の審査および
判定

障がい者福祉課

介護保険運営協議
会

4月～平成29年3月
介護保険事業および高齢者福祉事
業に関わる事項についての審議等

介護福祉課

老人ホーム入所判
定委員会

4月～平成29年3月 老人ホーム入所措置の要否判定 介護福祉課

介護認定審査会 4月～平成29年3月
介護保険制度における要介護認定
の審査および判定

介護福祉課
各総合支所福祉課

4月1日～5月2日 委員公募（5人）

4月～平成29年3月
児童福祉に関する事項についての
調査および審議

障がい者施策推進
協議会

障がい者福祉課

児童福祉審議会 子育て支援課

（仮称）久喜市中
小企業・小規模企
業振興基本条例検
討委員会

商工観光課

民生委員推薦会 社会福祉課

健康福祉推進委員
会

社会福祉課

農業振興協議会 農業振興課

8



4月1日～4月30日 委員公募（4人）

4月～平成29年3月
児童センター・鷲宮児童館の行う
業務の企画および運営に関しての
審議

9月15日～10月14日 委員公募（5人）

4月～平成29年3月
医療機関のネットワークの構築等
地域医療の充実に関する審議

12月～平成29年1月 委員公募（6人）

4月～平成29年3月
久喜市健康増進計画の策定および
推進

12月～平成29年1月 委員公募（6人）

4月～平成29年3月
久喜市食育推進計画の策定および
推進

6月1日～6月30日 委員公募（5人）

4月～平成29年3月
国民健康保険の運営に関する重要
事項の審議

市営住宅入居者選
考委員会

4月～平成29年3月
市営住宅入居予定者の選考等に関
する審議

営繕課

5月1日～5月31日 委員公募（5人）

4月～平成29年3月
都市計画に関する事項の調査およ
び審議

液状化対策検討委
員会

4月～平成29年3月
液状化被害のあった地区における
液状化対策に関する事項について
審議・検討

都市整備課

久喜都市計画事業
栗橋駅西（栗橋地
区）土地区画整理
審議会

4月～平成29年3月
土地区画整理法において定められ
た事項についての審議

都市整備課

（仮称）本多静六
記念 市民の森・
緑の公園整備検討
委員会

4月～平成29年3月

（仮称）本多静六記念 市民の
森・緑の公園の整備に関する基本
計画等を策定するための調査およ
び検討

公園緑地課

建築審査会 4月～平成29年3月

建築基準法に基づく同意や審査請
求に対する裁決についての議決、
建築基準法に関する重要事項の調
査および審議

建築審査課

しょうぶ会館運営
委員会

4月～平成29年3月
しょうぶ会館の運営に関し必要な
事項についての調査および審議

しょうぶ会館

国民健康保険運営
協議会

国民健康保険課

都市計画審議会 都市計画課

医療体制等推進協
議会

健康医療課

健康づくり推進会
議

健康医療課

食育推進会議 健康医療課

児童館運営委員会 子育て支援課
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4月1日～5月2日 委員公募（5人）

4月～平成29年3月
水道事業の運営に関する事項の審
議

7月1日～7月25日 委員公募（5人）

4月～平成29年3月
下水道事業および農業集落排水事
業の管理運営に関する重要な事項
について審議

8月1日～8月31日 委員公募（5人）

9月～平成29年3月
久喜市教育振興基本計画の策定に
関する調査および審議

市立小・中学校学
区等審議会

4月～平成29年3月
市立小・中学校の適正配置および
学区等に関する審議

学務課

6月頃 委員公募（5人）

4月～平成29年3月
学校給食の適正な運営に関する審
議

障がい児就学支援
委員会

8月～平成29年2月
障がいの状況に応じた教育が受け
られるように教育措置の適正化を
期すための判断・支援

指導課

幼児教育研究協議
会

5月～平成29年3月
幼児教育の振興を図るための幼児
期の家庭教育、保幼小連携につい
ての意見交換

指導課

スポーツ推進審議
会

4月～平成29年3月
スポーツに関する計画や重要事項
の調査および審議

生涯学習課

野久喜集会所運営
委員会

4月～平成29年3月
集会所における事業の企画・運営
について諮問し、管理運営への協
力を得る

生涯学習課

内下集会所運営委
員会

4月～平成29年3月
集会所における事業の企画・運営
について諮問し、管理運営への協
力を得る

生涯学習課

5月1日～5月23日 委員公募（6人）

4月～平成29年3月
生涯学習の推進のための提言およ
び生涯学習の推進に関する基本的
な指針の策定についての審議等

社会教育委員 4月～平成29年3月 社会教育に関する諸計画の審議等 生涯学習課

文化財保護審議会 4月～平成29年3月 文化財保護に関する審議 文化財保護課

生涯学習推進会議 生涯学習課

下水道・農業集落
排水事業運営審議
会

下水道業務課

教育振興基本計画
策定委員会

教育総務課

学校給食審議会 学務課

水道事業運営審議
会

水道業務課
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4月1日～4月30日 委員公募（3人）

4月～平成29年3月 図書館の運営に関する協議

■市民意見提出制度（パブリック・コメント）

意見募集の案件名
（施策の名称）

実施時期 内容 担当課

第10次久喜市交通
安全計画（素案）

8月5日～9月4日
第10次久喜市交通安全計画（素
案）に対する意見募集

生活安全課

第2次地域福祉計
画・地域福祉活動
計画（素案）

7月29日～8月28日
第2次地域福祉計画・地域福祉活
動計画（素案）に対する意見募集

社会福祉課

（仮称）久喜市健
康増進計画・久喜
市食育推進計画
（案）

11月22日～12月21
日

（仮称）久喜市健康増進計画・久
喜市食育推進計画（案）について
の意見募集

健康医療課

平成27年度の目標
及びその達成に向
けた活動の点検・
評価（案）

5月13日～6月13日
平成27年度の目標及びその達成に
向けた活動の点検・評価（案に対
する意見募集

農業委員会事務局

平成28年度の目標
及びその達成に向
けた活動計画
（案）

5月13日～6月13日
平成28年度の目標及びその達成に
向けた活動計画（案）に対する意
見募集

農業委員会事務局

久喜市スポーツ推
進計画（案）

9月頃
久喜市スポーツ推進計画（案）に
対する意見募集

生涯学習課

■市民説明会

市民説明会の名称
（施策の名称）

実施時期 内容 担当課

■ワークショップ

ワークショップの
名称（施策の名

称）
実施時期 内容 担当課

栗橋地域歴史マッ
プ
作成事業

4月～平成29年3月
栗橋地域の歴史的・文化的資産等
を掲載した歴史マップの作成につ
いての意見交換

栗橋環境経済課

　市が条例や計画等の内容について説明を行った上で、これに対して市民の皆さんと市、さらには
市民の皆さん同士で意見交換を行うものです。

広報くき、市民参加コーナーおよび市ホームページで随時お知らせします。

　市が施策に対して複数の市民の皆さんとの一定の合意形成を図るために、市民の皆さんと市、ま
たは市民の皆さん同士の自由な議論を通して、意見・提案をいただく方法です。

市立図書館協議会 中央図書館

　市が計画等の案を公表した上で、市民の皆さんからの意見を求め、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です。

11



■市民政策提案制度

提案募集の案件名
（施策の名称）

実施時期 内容 担当課

■その他の市民参加

市民参加を求める
施策の名称

実施時期 内容 担当課

市民懇談会
7月16日・23日・24

日
市政運営についての市民と市長等
の意見交換

シティプロモーション課

久喜市ＬＯＶＥく
きネットワーク

4月～平成29年3月
久喜市のシティプロモーション活
動についての協議や意見交換等

シティプロモーション課

4月～平成29年3月
市内の話題や催し物等の写真撮影
と記事の作成

平成29年2月1日～
2月28日

市民特派員の公募（8人）

6月1日～6月17日 子ども議員の公募（2人）

8月23日
子どもたちが行政や議会に対する
理解を深める機会・子どもたちの
夢のある意見等の表明

総合教育会議 4月～平成29年3月
より一層の民意を反映した教育行
政の推進

企画政策課

男女共同参画に関
する市民意識調査

10月
久喜市男女共同参画を推進する条
例に則した計画を策定するため、
市民アンケートを実施

人権推進課

随時 市民参加推進員の公募

4月～平成29年3月
市民参加推進員への市民参加に関
する情報の提供

久喜地域会議 4月～平成29年3月
地域の特色を生かした取り組みお
よび地域の課題の解決のための取
り組みについての検討および協議

自治振興課

市民参加推進員 自治振興課

　市民参加条例に規定された具体的な方法のほかに、アンケートの実施、フォーラムの開催など、
その施策に合った方法により、市が市民の皆さんの意見や提案を求めるものです。

くき市民特派員 シティプロモーション課

子ども議会 シティプロモーション課

　市が市民の皆さんに具体的な政策の提案を求め、提案された内容の検討を行い、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です。

広報くき、市民参加コーナーおよび市ホームページで随時お知らせします。
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菖蒲地域会議 4月～平成29年3月
地域の特色を生かした取り組みお
よび地域の課題の解決のための取
り組みについての検討および協議

菖蒲総合支所
総務管理課

栗橋地域会議 4月～平成29年3月
地域の特色を生かした取り組みお
よび地域の課題の解決のための取
り組みについての検討および協議

栗橋総合支所
総務管理課

鷲宮地域会議 4月～平成29年3月
地域の特色を生かした取り組みお
よび地域の課題の解決のための取
り組みについての検討および協議

鷲宮総合支所
総務管理課
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