
資料５-４
■附属機関 令和元年11月1日現在

附属機関の名称 実施時期 内容 担当課

行政不服審査会 4月～令和2年3月
行政の処分に対してなされた審査請求に関
する調査・審議

庶務課

特別職報酬等審議会 7月1日～8月9日 委員公募(3人) 人事課

特別職報酬等審議会 10月～11月
議員報酬の額並びに市長、副市長および教
育長の給料の額についての審議

人事課

行政改革推進委員会 4月～令和2年3月 行政改革の推進に関する調査・審議 企画政策課

行政評価委員会 6月1日～7月10日 委員公募(3人) 企画政策課

行政評価委員会 4月～令和2年3月 行政評価の推進に関する調査・審議 企画政策課

指定管理者候補者選定
委員会

10月 指定管理者候補者の審議・選定 企画政策課

男女共同参画審議会 5月～令和2年3月
市の男女共同参画の推進に関する事項につ
いての調査・審議

人権推進課

情報公開・個人情報保
護運営審議会

4月～令和2年3月
情報公開制度及び個人情報保護制度の運用
に関し必要な事項についての調査・審議

公文書館

自治基本条例推進委員
会

5月10日～6月10日 委員公募(5人) 市民生活課

自治基本条例推進委員
会

4月～令和2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・審議

市民生活課

地域公共交通会議 4月～令和2年3月 市が行う公共交通背策の検討・協議 交通企画課

国民保護協議会 4月～令和2年3月
国民保護に関する久喜市計画の改訂の検
討・協議

消防防災課

国民健康保険運営協議
会

4月～令和2年3月
国民健康保険の運営に関する重要事項の審
議

国民健康保険課

環境審議会 5月 委員公募(5人) 環境課

環境審議会 4月～令和2年3月
環境の保全・創造に関する施策の総合的か
つ計画的な推進についての審議

環境課

環境監査委員会 4月～令和2年2月 市の環境施策に関する調査・審議 環境課

ごみ処理施設整備基本
計画検討委員会

6月1日～7月10日 委員公募(3人) 資源循環推進課

ごみ処理施設整備基本
計画検討委員会

9月～令和2年3月
久喜市ごみ処理施設整備の基本計画の策定
に関する調査・検討

資源循環推進課

農業振興協議会 4月～令和2年3月 農業の振興に関する事項等についての審議 農業振興課

中小企業・小規模企業
振興会議

6月頃 委員公募(5人) 久喜ブランド推進課

中小企業・小規模企業
振興会議

4月～令和2年3月
中小企業・小規模企業の振興施策、その他
中小企業・小規模企業の振興に関すること
についての検討

久喜ブランド推進課

健康福祉推進委員会 4月～令和2年3月
健康福祉施策の推進に係る事項についての
進行管理

社会福祉課

民生委員推薦会
平成31年3月15日～4月15

日
委員公募(4人) 社会福祉課

民生委員推薦会 4月～令和2年3月
民生委員・児童委員（主任児童委員）候補
者の審査・推薦

社会福祉課

福祉オンブズパーソン 4月～令和2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

令和元年度市民参加計画

　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。

1



附属機関の名称 実施時期 内容 担当課

障害支援区分認定審査
会

4月～令和2年3月
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービ
ス利用の際に必要な障害支援区分を審査

障がい者福祉課

障がい者施策推進協議
会

4月～令和2年3月
障がい者施策の推進に関する事項の調査・
審議

障がい者福祉課

老人ホーム入所判定委
員会

4月～令和2年3月 老人ホーム入所措置の要否判定 高齢者福祉課

介護保険運営協議会 4月～令和2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

介護保険課

介護認定審査会 4月～令和2年3月
介護保険制度における要介護認定の審査・
判定

介護保険課

児童福祉審議会 4月～令和2年3月
児童の福祉に関する事項及び子ども・子育
て支援に関する事項についての調査審議

子ども未来課

児童館運営委員会 4月～令和2年3月
児童センター・児童館が行う業務の企画・
運営に関しての審議

子ども未来課

青少年問題協議会 4月～令和2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

子ども未来課

休日夜間急患診療所運
営委員会

6月10日～7月10日 委員公募（3人） 健康医療課

休日夜間急患診療所運
営委員会

4月～令和2年3月 久喜市休日夜間急患診療所運営の検討 健康医療課

地域医療推進協議会 6月10日～7月10日 委員公募（4人） 健康医療課

地域医療推進協議会 10月～令和2年3月
地域完結型医療の確立に向けた地域医療の
推進に関する審議

健康医療課

健康増進・食育推進会
議

5月10日～6月10日 委員公募（6人） 健康医療課

健康増進・食育推進会
議

4月～令和2年3月 健康増進・食育推進計画の推進 健康医療課

都市計画審議会 4月～令和2年3月 都市計画に関する事項の調査・審議 都市計画課

市営住宅入居者選考委
員会

4月～令和2年3月 市営住宅入居予定者の選考等に関する審議 都市整備課

液状化対策検討委員会 10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
区画整理事業審議会

4月～令和2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

建築審査会 4月～令和2年3月
建築基準法に基づく許可の同意や審査請求
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・審議

建築審査課

しょうぶ会館運営委員
会

4月～11月
しょうぶ会館の運営に必要な事項について
調査・審議

しょうぶ会館

水道事業運営審議会 4月～令和2年3月 水道事業の運営に関する事項の審議 上下水道経営課

下水道・農業集落排水
事業運営審議会

4月～令和2年3月
下水道事業及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

上下水道経営課

市立小・中学校学区等
審議会

5月10日～6月10日 委員公募(6人) 学務課

市立小・中学校学区等
審議会

4月～令和2年3月
市立小・中学校の統廃合等の検討について
審議

学務課

市立幼稚園保育料等検
討委員会

4月～令和2年3月 市立幼稚園の保育料等について検討 学務課

障がい児就学支援委員
会

8月～令和2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意見・
支援

指導課
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附属機関の名称 実施時期 内容 担当課

社会教育委員会議 4月～令和2年3月 社会教育に関する諸計画の審議等 生涯学習課

生涯学習推進会議 4月～令和2年3月
生涯学習の推進のための提言、基本的な指
針の策定についての審議等

生涯学習課

野久喜集会所運営委員
会

4月～令和2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～令和2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

スポーツ推進審議会 5月10日～6月10日 委員公募(5人) 生涯学習課

スポーツ推進審議会 4月～令和2年3月 スポーツの推進に関する施策の審議 生涯学習課

市立図書館運営審議会 4月～令和2年3月
市立図書館の運営に関する事項の調査・審
議

生涯学習課

文化財保護審議会 4月～令和2年3月 文化財保護に関する審議 文化財保護課

■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２期久喜市総合戦略 2月
第２期久喜市総合戦略（案）に対する意見
募集

企画政策課

久喜市犯罪被害者等支
援条例（案）

10月11日～11月12日
久喜市犯罪被害者等支援条例（案）に対す
る意見募集

市民生活課

国民保護に関する久喜
市計画（案）

10月11日～11月12日
国民保護に関する久喜市計画（案）に対す
る意見募集

消防防災課

ＪＲ東鷲宮駅周辺路上
喫煙禁止区域の指定
（素案）

7月
ＪＲ東鷲宮駅周辺を路上喫煙禁止区域の指
定に対する意見募集

環境課

第２期子ども・子育て
支援事業計画（素案）

12月7日～令和2年1月6日
第２期子ども・子育て支援事業計画（素
案）に対する意見募集

子ども未来課

農業委員会の平成30年
度の目標およびその達
成に向けた活動の点
検・評価（案）

5月10日～6月10日
農業委員会の平成30年度の目標およびその
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

農業委員会の令和元年
度の目標およびその達
成に向けた活動計画
（案）

5月10日～6月10日
農業委員会の令和元年度の目標およびその
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

■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

　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。

　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。
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■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

■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

くき市民特派員 令和2年2月1日～29日 市民特派員の公募(8人) 庶務課

くき市民特派員 4月～令和2年3月
市内の話題や催し物等の写真撮影と記事の
作成

庶務課

総合教育会議 7月～11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

第２期久喜市総合戦略 10月～11月 市を活性化する事業のアイデアを募集 企画政策課

第２期久喜市総合戦略 11月～令和2年3月 地方創生に関する、関係者等との意見交換 企画政策課

2019いきいき女性議会 6月～7月 女性議員の公募 人権推進課

2019いきいき女性議会 10月28日
女性の視点からの市政全般に対する一般質
問

人権推進課

久喜市公共施設個別施
設計画策定

９月 市民アンケート アセットマネジメント推進課

久喜市公共施設個別施
設計画策定

令和2年3月 市民シンポジウム アセットマネジメント推進課

市民参加推進員 随時 市民参加推進員の公募 市民生活課

市民参加推進員 4月～令和2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

市民生活課

久喜市ＬＯＶＥくき
ネットワーク

4月～令和2年3月
市のシティプロモーション事業についての
協議・意見交換等

久喜ブランド推進課

久喜市自立支援協議会 未定
相談支援体制や地域の障がい福祉に関する
協議等

障がい者福祉課

久喜市手話言語懇談会 未定
手話に関する施策を推進するための方針に
関する意見交換

障がい者福祉課

久喜市在宅医療・介護
連携推進会議

7月～令和2年3月
在宅医療・介護連携の推進に関する検討・
協議

高齢者福祉課

久喜市教科用図書選定
委員会

4月～8月
令和２年度から使用する教科用図書採択に
資する協議・検討

指導課

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。

　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。

　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。
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