
平成22年度市民参加計画

附属機関への付議 

附属機関の名称 実施時期 主な内容（施策の名称） 担当課

総合振興計画審議会 8月1日～8月31日 委員公募（6人） 企画政策
課

11月～平成23年3
月

久喜市総合振興計画の策定などに関する必要な調査及び審議

新市基本計画推進協
議会

8月1日～8月31日 委員公募（4人） 企画政策
課

11月～平成23年3
月

新市基本計画に関する事務事業の推進等に関して市長の諮問に応じる

公共交通検討委員会 8月1日～8月31日 委員公募（5人） 企画政策
課

11月～平成23年3
月

久喜市の公共交通の充実に関する必要な調査及び審議

情報公開・個人情報
保護審査会

7月～平成23年3月 情報公開制度・個人情報保護制度の不服申立てについての審査 公文書館

情報公開・個人情報
保護運営審議会

5月1日～5月31日 委員公募（3人） 公文書館

7月～平成23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

自治基本条例策定審
議会

9月15日～10月15
日

委員公募（6人） 自治振興
課

平成23年1月～3月 自治基本条例策定に関する調査・審議

久喜市青少年問題協
議会

12月1日～20日 委員公募 くらし安全
課

平成23年1月～3月 青少年に関する指導、育成、保護及び矯正等重要事項の調査審議

環境審議会 5月 委員公募 環境管理
課

8月 久喜市街路樹等の管理及び選定に関する条例第３条第１項の街路樹等
の選定に関する審議

1月 久喜市自然環境の保全に関する条例第５条の自然環境保全地区の候補
に関する審議

民生委員推薦会 4月15日～5月10日 委員公募（2人） 社会福祉
課

6月～平成23年3月 民生委員・児童委員（主任児童委員）候補者の審査及び推薦

健康福祉推進委員会 8月1日～8年31日 委員公募（3人） 社会福祉
課

10月～平成23年3
月

地域福祉総合計画に関する事項についての調査審議

久喜市障害者施策推
進協議会

5月1日～5月28日 委員公募（6名） 障がい福祉
課

7月～平成23年3月 障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進についての調査審議

介護保険運営協議会 4月1日～4月30日 委員公募（6人） 介護福祉
課

6月～平成23年3月 介護保険事業及び高齢者福祉事業に関わる様々な事項について審議会
等を行う。

介護認定審査会 4月～平成23年3月 介護保険制度における要介護認定の審査及び判定 介護福祉
課・各総合
支所福祉
課

老人ホーム入所判定
委員会

4月～平成23年3月 老人ホームへの入所措置の要否等の判定 介護福祉
課

児童福祉審議会 7月～平成23年3月 児童福祉に関する事項についての調査審議 子育て支援
課

児童館運営委員会 7月～平成23年3月 児童センター、鷲宮児童館の行う業務の企画及び運営に関しての審議 子育て支援
課

医療体制等推進協議
会

8月1日～8月31日 委員公募（5人） 健康医療
課

10月～平成23年3
月

久喜市の医療機関のネットワークの構築や地域医療の充実に関する審議

健康づくり推進会議 8月1日～8月31日 委員公募（6人） 健康医療
課

10月平成23年3月 久喜市健康増進計画の策定および推進に関すること

食育推進会議 8月1日～8月31日 委員公募（6人） 健康医療
課

10月平成23年3月 久喜市食育推進計画の策定及び推進に関すること

国民健康保険運営協 4月1日～4月30日 委員公募(5人） 国民健康
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市民意見提出制度（パブリック・コメント）の実施 

ワークショップの実施 

  

その他の市民参加の方法 

議会 6月～平成23年3月 国民健康保険の運営に関する重要事項を審議 保険課

都市計画審議会 6月1日～6月30日 委員公募（5人） 都市計画
課

8月～平成23年3月 都市計画に関する事項についての調査審議

水道事業運営審議会 5月1日～5月20日 委員公募（5人） 水道業務
課

7月～平成23年3月 水道事業の運営に関する事項の審議

下水道・農業集落排
水事業運営審議会

7月～平成23年3月 下水道事業及び農業集落排水事業の運営に関する事項の審議 下水道業
務課

市立小・中学校区等
審議会

8月1日～8月31日 委員公募（6人） 学務課

11月～平成23年3
月

通学区域の弾力化についての審議

学校給食審議会 4月1日～4月30日 委員公募（5人） 学務課

7月～平成23年3月 学校給食の適正な運営についての審議

就学支援委員会 6月～平成23年3月 障がいを持つ幼児、児童及び生徒の障がいの種類、程度等を判断し、小・
中学校における適切な就学に係る支援を行う

指導課

生涯学習推進会議 5月15日～6月11日 委員公募（6人） 生涯学習
課

7月～平成23年3月 生涯学習推進のための提言に関する審議

野久喜集会所運営委
員会

7月～平成23年3月 集会所における事業の企画・運営について諮問し、管理運営への協力す
る

生涯学習
課

内下集会所運営委員
会

7月～平成23年3月 集会所における事業の企画・運営について諮問し、管理運営への協力す
る

生涯学習
課

久喜市栗橋町史編さ
ん委員会

6月1日～6月10日 委員公募（3人） 文化財保
護課

6月～平成23年3月 久喜市栗橋町史編さんに関する審議

市立図書館協議会 5月～6月 委員公募（3人） 中央図書
館

7月～11月 図書館の運営に関しての審議

意見募集の案件名 

（施策の名称） 

実施時期 内容 担当課

男女共同参画を推進する条例の制定 6月10日～7月10日 男女共同参画を推進する条例を制
定するための意見募集

人権推進課

平成22年度久喜市農業委員会活動計画
の策定

5月10日～6月10日 平成22年度久喜市農業委員会活動
計画を策定するための意見募集

農業委員会

平成21年度久喜市農業委員会活動計画
の点検・評価

5月10日～6月10日 平成21年度久喜市農業委員会活動
計画の目標及びその達成に向けた
活動の点検・評価に対する意見募
集

農業委員会

久喜市子ども読書活動推進計画（第2次） 平成22年12月中旬～
平成23年1月中旬

久喜市子ども読書活動推進計画（第
2次）を策定するための意見募集

中央図書館

ワークショップの名称 

（施策の名称） 

実施時期 内容 担当課

久喜市自治基本条例（仮称）ワークショッ
プ

7月15日～8月20
日

ワークショップ参加者募集 自治振興課

市民参加を求める施策の名称 実施時期 内容 担当課

子ども議会 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

広報広聴課

市民懇談会 11月20日・21日 市政運営について市民と市長等との意見交換

市章の策定 5月7日～6月4日 新市の将来像にふさわしいデザインの募集 企画政策課

9月10日～10月1日 選定した候補作品の中から市民アンケートを実施

行政評価結果等の意見募集 平成22年3月～ 
平成23年3月

平成21年度に実施した政策・施策・事務事業評価
結果等についての意見募集

改革推進課
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このページに関するお問い合わせ 

自治振興課 自治振興係 

電話 0480-22-1111 内線2623 

jichishinko@city.kuki.lg.jp 

市民参加推進員制度 随時 市民参加推進員の公募 自治振興課

4月～平成23年3月 市民参加の推進及び市民参加に関する意見、提案
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