




第４３回市民参加推進会議 資料２
平成２８年２月１９日

１回目（第３４回）
平成25年10月16日

・初回の説明等（委嘱交付、条例の説明）
・例年の調査報告（平成２５年度市民参加条例対象附
属機関等設置状況、パブリックコメント実施状況等
・第４期提言の進捗確認報告

１回目（第４２回）
平成27年12月22日

・初回の説明等（委嘱交付、条例の説明）
・例年の調査報告（平成２６年度市民参加条例対象附
属機関等設置状況、パブリックコメント実施状況等
・第５期提言の進捗確認報告

２回目（第３５回）
平成25年12月20日

・議題を決定（①若者の市民参加②市民参加条例の適
正な運用状況）

２回目（第４３回）
平成28年2月19日

・議題

３回目（第３６回）
平成26年3月28日

・ヒアリング内容について審議
３回目（第４４回）
平成28年5月

ＷＧ
平成26年5月16日

･ヒアリング

４回目（第３７回）
平成26年5月21日

・意見・提案シート
・例年の調査報告（平成２６年度市民参加条例対象附
属機関等設置状況、パブリックコメント実施状況等）
・ヒアリング結果を踏まえて若者の市民参加について

４回目（第４５回）
平成28年7月

５回目（第３８回）
平成26年7月11日）

・個別ヒアリングの報告
・ヒアリング結果を踏まえて若者の市民参加について
審議②
・附属機関等・審議会等設置運用取扱手順「意見・提

５回目（第４６回）
平成28年11月

ＷＧ
平成26年10月3日

･ヒアリング

６回目（第３９回）
平成26年11月14日

・若者の市民参加について論点整理（案）を審議
６回目（第４７回）
平成29年3月

７回目（第４０回）
平成27年3月27日

・若者の市民参加について論点整理（案）を確定
・附属機関等・審議会等設置運用取扱手順「意見・提
案シート」について（意見を反映させたものを報告）

７回目（第４８回）
平成29年5月

８回目（第４１回）
平成27年5月22日

・第５期まとめ
・第６期への引継ぎ事項

８回目（第４９回）
平成29年7月

第６期推進会議行程表作成シート

第６期推進会議行程表（参考）第５期推進会議行程表



第４３回市民参加推進会議
資料３

平成２８年２月１９日

　意見提示
人数 件数

小金井平和の日条例（案） 広報秘書課 平成26年8月15日～平成26年9月16日 2 2 平成26年10月15日 一部修正 市

地域防災計画（修正案） 地域安全課 平成26年9月26日～平成26年10月27日 1 3 平成26年12月1日 修正等なし 附属機関等

改訂・環境基本計画（原案） 環境政策課 平成26年10月27日～平成26年11月27日 12 64 平成27年1月26日 一部修正 市

地球温暖化対策地域推進計画
【改訂版】（案）

環境政策課 平成26年12月22日～平成27年1月22日 4 13 平成27年3月2日 一部修正 市

アスベスト飛散防止条例施行
規則（案）

環境政策課 平成26年8月15日～平成26年9月16日 0 0 平成27年10月14日 修正等なし 市

一般廃棄物処理基本計画
（案）

ごみ対策課 平成26年12月19日～平成27年1月19日 10 81 平成27年3月1日 一部修正 市

福祉会館建設計画（案） 地域福祉課 平成26年12月15日～平成27年1月19日 66 148 平成27年2月16日 一部修正 市

第４期障害福祉計画（案） 自立生活支援課 平成26年12月15日～平成27年1月15日 4 4 平成27年2月15日 修正等なし 附属機関等

児童発達支援センター条例の
一部を改正する条例（案）

自立生活支援課 平成27年1月6日～平成27年2月6日 1 4 平成27年3月1日 修正等なし 市

指定介護予防支援等の事業の
人員及び運営並びに指定介護
予防支援等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に
関する基準を定める条例（素
案）

介護福祉課 平成26年8月1日～平成26年9月1日 1 1 平成26年10月1日 修正等なし 市

パブリックコメント実施状況調査（平成２６年度）

施策の名称 担当課 公募期間 意見提示できる者
実施主体(市または

附属機関等)
検討結果検討結果公表日

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

市内在住・在勤・在学の者、市内
に事務所や事業所を有する法人又
はその他の団体

同上
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　意見提示
人数 件数

施策の名称 担当課 公募期間 意見提示できる者
実施主体(市または

附属機関等)
検討結果検討結果公表日

地域包括支援センターが包括
的支援事業を実施するために
必要な基準を定める条例（素
案）

介護福祉課 平成26年8月1日～平成26年9月1日 0 0 平成26年10月1日 修正等なし 市

第６期介護保険・高齢者保健
福祉総合事業計画（素案）

介護福祉課 平成26年12月15日～平成27年1月15日 2 3 平成27年2月16日 修正等なし 市

第６期介護保険・高齢者保健
福祉総合事業計画【介護保険
事業計画部分】（素案）

介護福祉課 平成27年1月29日～平成27年2月5日 0 0 平成27年3月9日 修正等なし 市

新型インフルエンザ等対策行
動計画（案）

健康課 平成27年1月5日～平成27年2月5日 0 0 平成27年3月27日 修正等なし 市

子ども・子育て支援新制度に
係る各種基準条例（案）

子育て支援課平成26年6月26日～平成26年7月25日 185 312 平成26年9月8日 修正等なし 市

のびゆくこどもプラン 小金
井（仮）素案

子育て支援課平成27年2月2日～平成27年3月2日 7 20 平成27年3月25日 修正等なし 市

特定教育・保施設及び地域型
事業の運営に関する基準
（案）

保育課 平成26年6月26日～平成26年7月25日 95 107 平成26年9月22日 修正等なし 市

家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準（案）

保育課 平成26年6月26日～平成26年7月25日 69 80 平成26年9月22日 修正等なし 市

保育の必要性の認定に関する
基準（案）

保育課 　平成26年8月11日～平成26年9月10日 11 18 平成26年9月30日 修正等なし 市

放課後児童健全育成事業の設
備及び運営に関する基準
（案）

児童青少年課 平成26年6月26日～平成26年7月25日 20 125 平成26年9月8日 修正等なし 市

新小金井駅バリアフリー化計
画（案）

まちづくり推進課 平成26年4月15日～平成26年5月16日 4 16 平成26年6月25日 修正等なし 附属機関等

いじめ防止基本方針(案) 指導室 平成26年9月16日～平成26年10月15日 0 0 平成26年12月1日 修正等なし 教育委員会

同上

同上

同上

市内在住・在勤・在学の者、市内
に事務所や事業所を有する法人又
はその他の団体

同上

市内在住・在勤・在学の者、市内
に事務所や事業所を有する法人又
はその他の団体

同上

同上

同上

同上

同上

同上
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