
No 施策の名称 担当課 市民参加の方法 実施時期 実　　施　　内　　容

1 審議会等
令和3年7月1日～
令和4年3月31日

名称：坂戸市総合計画審議会
委員数：15名　うち2名公募委員
会議数：3回　うち1回書面審議
会議時間帯：平日（午後）

2 令和3年4月25日
名称：市民ワークショップ（坂戸ワールドカフェ）
手法：オンラインによるワールドカフェ
参加者数：8名

3
令和3年4月26日～
       5月17日

名称：坂戸ワールドカフェ意見募集
手法：電子申請・届出サービス、郵送、FAX、メール、窓
口
意見提出者数：4名
意見提出件数：4件

4 令和3年7月16日
名称：高校生ワークショップ
手法：ワールドカフェ
参加者数：41名

5 審議会等
令和3年7月29日～
令和4年3月31日

名称：坂戸市行政改革推進審議会
委員数：8名　うち1名公募委員
会議数：3回　うち2回書面審議
会議時間帯：平日（午前）

6 市民コメント
令和3年12月17日～
令和4年1月17日
　　（31日間）

意見提出者数：1名
意見提出件数：2件

7
坂戸市事務事業外部評価
委員会

政策企画課 審議会等
令和3年7月27日～
令和4年3月31日

名称：坂戸市事務事業外部評価委員会
委員数：6名　うち2名公募委員
会議数：5回　うち2回書面審議
会議時間帯：平日（午前)

8
坂戸市公の施設指定管理
者選定委員会

施設管理課 審議会等
令和3年6月中旬～
令和3年10月下旬

名称：坂戸市公の施設指定管理者選定委員会
委員数：8名
会議数：3回
会議時間帯：平日（午前又は午後)

9
坂戸市情報公開・個人情
報保護審議会

庶務課 公募委員募集
令和3年4月5日～
令和3年5月6日

名称：坂戸市情報公開・個人情報保護審議会
募集人数：2名
応募人数：3名

10 審議会等
令和3年12月10日～
令和4年3月16日

名称：坂戸市防災会議
委員数：33名
会議数：2回（書面会議）

11 市民コメント
令和4年1月7日～
令和4年2月7日

意見提出者数：3名
意見提出件数：3件

12
坂戸市国土強靭化地域計
画策定

防災安全課 市民コメント
令和4年1月7日～
令和4年2月7日

意見提出者数：2名
意見提出件数：4件

13 坂戸市同和対策審議会 人権推進課 審議会等 令和3年8月27日
名称：坂戸市同和対策審議会
委員数：12名
会議数：1回（書面審議）

14 審議会等
令和3年7月15日～
令和4年2月17日

名称：坂戸市男女共同参画審議会
委員数：13名　うち2名公募委員
会議数：3回　うち1回書面審議
会議時間帯：平日（午後)

15 市民コメント
令和4年1月7日～
令和4年2月7日

意見提出者数：1名
意見提出件数：4件

16 公募委員募集
令和3年4月1日～
令和3年5月7日

名称：坂戸市男女共同参画審議会
募集人数：2名
応募者数：3名

令和３年度市民参加手続の実施状況について

総合計画推進事業 政策企画課

その他

行政改革推進事業 政策企画課

坂戸市地域防災計画改定 防災安全課

坂戸市男女共同参画審議
会

人権推進課
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17 坂戸市市民参加推進会議 市民生活課 審議会等
令和3年4月22日～
令和4年1月20日

名称：坂戸市市民参加推進会議
委員数：7名　うち4名公募委員
会議数：3回
会議時間帯：平日（午後）

18
坂戸市健康なまちづくり
審議会

市民生活課 審議会等 令和3年10月18日
名称：坂戸市健康なまちづくり審議会
委員数：13名　うち2名公募委員
会議数：1回

19
坂戸市食を通じた健康づ
くり応援店認定検討委員
会

市民生活課 審議会等
令和3年9月～
令和4年2月

名称：坂戸市食を通じた健康づくり応援店認定検討委員
会
委員数：4名
会議数：2回（書面会議）

20 交通安全対策事業 交通対策課 審議会等 令和3年9月27日
名称：坂戸市交通安全対策会議
委員数：14名
会議数：1回（書面会議）

21 国民健康保険事業 健康保険課 審議会等
令和3年5月12日～
令和4年1月26日

名称：坂戸市国民健康保険運営協議会
委員数：12名
会議数：4回　うち3回書面会議
会議時間帯：平日（午後）

22 自殺対策推進事業
市民健康セン
ター

審議会等
令和3年7月30日～
令和4年3月31日

名称：坂戸市自殺対策計画審議会
委員数：15名　うち3名公募委員
会議数：2回（書面審議）

23 地域福祉計画推進事業 福祉総務課 審議会等
令和3年8月～
令和3年12月

名称：坂戸市地域福祉計画審議会
委員数：15名　うち公募委員2名
会議数：1回（書面審議）

24 坂戸市児童福祉審議会 子育て支援課 審議会等
令和3年7月～
令和3年12月

名称：坂戸市児童福祉審議会
委員数：14名　うち3人公募委員
会議数：3回　うち1回書面審議
会議時間帯　平日

25
坂戸市高齢者福祉及び介
護保険事業審議会

高齢者福祉課 審議会等
令和3年4月1日 ～
令和4年3月31日

名称：坂戸市高齢者福祉及び介護保険事業審議会
委員数：15名　うち3名公募委員
会議数：2回（書面審議）

26
坂戸市障害者計画等審議
会

障害者福祉課 審議会等 令和3年9月29日
名称：坂戸市障害者計画等審議会
委員数：13名　うち2名公募委員
会議数：1回（書面審議）

27 環境基本計画運用事業 環境政策課 公募委員募集
令和3年7月1日～
令和3年7月30日

名称：坂戸市環境審議会
募集人数：2名
応募者数：4名

28
坂戸市特産品事業推進委
員会

商工労政課 その他
令和3年7月9日～
令和4年2月28日

名称：坂戸市特産品事業推進委員会
委員数：9名
会議数：3回　うち2回書面審議
会議時間帯：平日（午前）

29 公募委員募集
令和3年7月1日～
令和3年7月30日

名称：坂戸市都市計画審議会
募集人数：2名
応募人数：4名

30 審議会等 令和3年10月28日

名称：坂戸市都市計画審議会
委員数：15名　うち2名公募委員
会議数：1回
会議時間帯：平日（午前）

31 市民コメント
令和3年12月1日～
令和4年1月4日

意見提出者数：1名
意見提出件数：1件

32 審議会等 令和4年1月20日

名称：坂戸市社会資本総合整備計画に基づく事業等評価
委員会
委員数：3名
会議数：1回
会議時間帯：平日（午前）

坂戸市都市計画審議会 都市計画課

坂戸市社会資本総合整備
計画に基づく事業等評価
委員会

都市計画課
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33 審議会等 令和3年10月
名称：坂戸市空き家等対策協議会
委員数：9名　うち2名公募委員
会議数：1回（書面会議）

34 公募委員募集
令和4年1月14日～
令和4年2月18日

名称：坂戸市空き家等対策協議会
募集人数：2名
応募人数：6名

35 審議会等 令和3年9月13日

名称：石井土地区画整理評価員会
委員数：3名
会議数：1回
会議時間帯：平日（昼間)

36 審議会等 令和3年12月23日

名称：石井土地区画整理審議会
委員数：15名
会議数：1回
会議時間帯：平日（昼間)

37 審議会等 令和3年9月17日

名称：片柳土地区画整理評価員会
委員数：3名
会議数：1回
会議時間帯：平日（昼間)

38 審議会等 令和3年10月15日

名称：片柳土地区画整理審議会
委員数：15名
会議数：1回
会議時間帯：平日（昼間)

39 審議会等 令和3年9月10日

名称：関間四丁目土地区画整理評価員会
委員数：3名
会議数：1回
会議時間帯：平日（昼間)

40 審議会等 令和3年10月15日

名称：関間四丁目土地区画整理審議会
委員数：10名
会議数：1回
会議時間帯：平日（昼間)

41 公募委員募集
令和3年7月1日～
令和3年7月15日

名称：坂戸市立小・中学校学区審議会
募集人数：2名
応募者数：2名

42 審議会等
令和3年10月28日～
令和4年3月23日

名称：坂戸市立小・中学校学区審議会
委員数：13名　うち2名公募委員
会議数：4回　うち1回書面審議
会議時間帯：平日（午後)

43 坂戸市就学支援委員会 学校教育課 審議会等
令和3年4月27日～
令和4年2月18日

名称：坂戸市就学支援委員会
委員数：15名
会議数：5回
会議時間帯：平日（午後）

44
坂戸市いじめ問題対策連
絡協議会

学校教育課 審議会等
令和3年11月19日～
令和4年2月28日

名称：坂戸市いじめ問題対策連絡協議会
委員数：11名
会議数：2回　うち1回書面会議
会議時間帯：平日（午前）

45 坂戸市文化財保護審議会 社会教育課 審議会等
令和3年7月30日～
令和4年3月25日

名称：坂戸市文化財保護審議会
委員数：10名
会議数：2回（書面審議）

46 坂戸市社会教育委員会議 社会教育課 審議会等
令和3年9月2日～
令和4年3月28日

名称：坂戸市社会教育委員会議
委員数：15名
会議数：4回　うち3回書面審議
会議時間帯：平日（午後）

47
坂戸市立同和対策集会所
運営委員会

社会教育課 審議会等
令和3年10月1日～
令和4年3月24日

名称：坂戸市立同和対策集会所運営委員会
委員数：9名
会議数：2回　うち1回書面審議
会議時間帯：平日（午後）

48
坂戸市スポーツ推進審議
会

スポーツ推進
課

審議会等
令和3年12月～
令和4年3月

名称：坂戸市スポーツ推進審議会
委員数：10名　うち2名公募委員
会議数：2回　うち1回書面審議
会議時間帯：平日（午後）

坂戸市立小・中学校学区
審議会

学校教育課

石井土地区画整理事業
区画整理事務
所

区画整理事務
所

片柳土地区画整理事業

関間四丁目土地区画整理
事業

区画整理事務
所

住宅対策事業 住宅政策課
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49
坂戸市立公民館運営審議
会

中央公民館 審議会等
令和3年11月5日～
令和4年3月30日

名称：坂戸市立公民館運営審議会
委員数：13名
会議数：2回 うち1回書面審議
会議時間帯：平日

50 坂戸市立図書館協議会 中央図書館 審議会等
令和3年9月17日～
令和4年3月30日

名称：坂戸市立図書館協議会
委員数：10名　うち1名公募委員
会議数：4回
会議時間帯：平日（昼間）
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