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（仮称）岩倉市市民参加条例 

ワークシート 
 

No.1［全体像編］ 

No.2～No.9［市民参加手続編］ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩倉市市民参加条例検討委員会 

 

 

―使い方― 

●（仮称）岩倉市市民参加条例の素材を出し合うことを目的に作成しました。 

●他自治体の条例も参考にしながら、岩倉市に適当な項目について検討して

いきます。 

●別紙：「（仮称）岩倉市市民参加条例を検討するための手引き」を参考にし

ながら、このワークシートを活用して事前のご準備をお願いします。 

 

―お願い― 

①委員会において配布した資料一式は、お荷物になってしまいますが、必ず

ご持参ください。 

②別紙：「（仮称）岩倉市市民参加条例を検討するための手引き」も必ずご持

参ください。 

資料５ 
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（仮称）岩倉市市民参加条例 ワークシート 
※『別紙：(仮称)岩倉市市民参加条例の検討手引き[全体像編]も参考にしてください。』 

No.1 全体像 

論点 論点に対するご意見 

□基本的に市民参加手続、

住民投票、協働の３本柱

に総則を加えた構成でよ

いですか。 

（Yes ・ No） 

理由 

□他に必要、もしくは不要と

思われる項目はあります

か。 

（ある ・ ない） 

理由 
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（仮称）岩倉市市民参加条例 ワークシート 
※『別紙：(仮称)岩倉市市民参加条例の検討手引き[市民参加手続編]も参考にしてください。』 

No.2 市民参加の手続の対象 

論点 論点に対するご意見 

□市民参加の手続きが必要

だと思うものは何ですか。 

手引きを参考に①～⑬のう

ち、必要だと思う項目を選

んでください。 

選択した項目番号（                       ） 

理由 

□市民参加の手続になじまな

いと思うものは何ですか。 

 

手引きを参考に①～⑬のう

ち、なじまないと思う項目

を選んでください。 

 

選択した項目番号（                        ） 

理由 
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（仮称）岩倉市市民参加条例 ワークシート 
※『別紙：(仮称)岩倉市市民参加条例の検討手引き[市民参加手続編]も参考にしてください。』 

No.3 審議会 

論点 論点に対するご意見 

□この手続は市民参加手続と

して必要ですか。 

（Yes ・ No） 

理由 

□審議会に市民はどれくらい

入るべきだと思いますか。 

（    人） 

理由 

□委員の選考に当たり留意す

べきことはありますか。 

（年齢構成、男女比、委員の

任期、兼職状況など） 

（Yes ・ No） 

理由 

□委員の氏名、任期、選任区

分の公表は必要ですか。 

（Yes ・ No） 

理由 
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□会議の公開についてどうす

べきだと思いますか。 

（ある ・ ない） 

理由 

□開催日時等の告知はどうし

ますか。 

 

□非公開にする場合の規定を

どうしますか。 

 

□会議録についてどうすべき

だと思いますか。 

 

 

この項目を条文に入れ込んだ方がよいと思いますか。 （思う ・ 思わない） 
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（仮称）岩倉市市民参加条例 ワークシート 
※『別紙：(仮称)岩倉市市民参加条例の検討手引き[市民参加手続編]も参考にしてください。』 

No.4 意向調査・アンケート 

論点 論点に対するご意見 

□この手続は市民参加手続と

して必要ですか。 

 

（Yes ・ No） 

理由 

□市民が利用しやすいです

か。 

（Yes ・ No） 

理由 

□執行機関はこの手続を実行

できますか。 

（Yes ・ No） 

理由 

 

この項目を条文に盛り込んだ方がよいと思いますか。 
（思う ・ 思わない） 

盛り込むべき項目（          ） 
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（仮称）岩倉市市民参加条例 ワークシート 
※『別紙：(仮称)岩倉市市民参加条例の検討手引き[市民参加手続編]も参考にしてください。』 

No.5 公聴会・意見交換会・説明会・市民懇談会 

論点 論点に対するご意見 

□この手続は市民参加手続と

して必要ですか。 

 

（Yes ・ No） 

理由 

□市民が利用しやすいです

か。 

（Yes ・ No） 

理由 

□執行機関はこの手続を実行

できますか。 

（Yes ・ No） 

理由 

 

この項目を条文に盛り込んだ方がよいと思いますか。 
（思う ・ 思わない） 

盛り込むべき項目（          ） 
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（仮称）岩倉市市民参加条例 ワークシート 
※『別紙：(仮称)岩倉市市民参加条例の検討手引き[市民参加手続編]も参考にしてください。』 

No.6 意見公募（パブリックコメント）手続 

論点 論点に対するご意見 

□この手続は市民参加手続と

して必要ですか。 

（Yes ・ No） 

理由 

□手続に際し、市民にはどん

な情報が必要ですか。 

 

何を？（                       ） 

□どのように意見を提出しま

すか。 

 

 

□公募期間は何日くらいがい

いですか。 

 

（     日間以上・以内）    

理由 
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□どんな人が意見を公募でき

ますか。 

 

 

□結果をどのように扱います

か。 
 

□再度の意見公募は必要です

か。 

 

（必要 ・ 不要） 

理由 

□執行機関はこの手続を実行

できますか。 
（Yes ・ No） 

理由 

 

この項目を条文に盛り込んだ方がよいと思いますか。 
（思う ・ 思わない） 

盛り込むべき項目（          ） 
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（仮称）岩倉市市民参加条例 ワークシート 
※『別紙：(仮称)岩倉市市民参加条例の検討手引き[市民参加手続編]も参考にしてください。』 

No.7 政策提案制度 

論点 論点に対するご意見 

□この手続は市民参加手続と

して必要ですか。 

 

 

□必要な場合、提案型につい

てどう規定するべきです

か。 

 

□連署人数や年齢について規

定しますか。 

（Yes ・ No） 

理由 

 

（自発型のみ規定 ・ 公募型も規定） 

理由 

 

 

（Yes    人以上、  歳以上 ・ No） 

理由 

□市民が利用しやすいです

か。 

（Yes ・ No） 

理由 

□執行機関はこの手続を実行

できますか。 

（Yes ・ No） 

理由 

 

この項目を条文に盛り込んだ方がよいと思いますか。 
（思う ・ 思わない） 

盛り込むべき項目（          ） 
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（仮称）岩倉市市民参加条例 ワークシート 
※『別紙：(仮称)岩倉市市民参加条例の検討手引き[市民参加手続編]も参考にしてください。』 

No.8 市民登録制度 

論点 論点に対するご意見 

□この手続は市民参加手続と

して必要ですか。 

（Yes ・ No） 

理由 

□市民が利用しやすいです

か。 

（Yes ・ No） 

理由 

□執行機関はこの手続を実行

できますか。 

（Yes ・ No） 

理由 

 

この項目を条文に入れ込んだ方がよいと思いますか。 （思う ・ 思わない） 
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（仮称）岩倉市市民参加条例 ワークシート 
※『別紙：(仮称)岩倉市市民参加条例の検討手引き[市民参加手続編]も参考にしてください。』 

No.9 モニター 

論点 論点に対するご意見 

□この手続は市民参加手続と

して必要ですか。 

 

（Yes ・ No） 

理由 

□市民が利用しやすいです

か。 

（Yes ・ No） 

理由 

□執行機関はこの手続を実行

できますか。 

（Yes ・ No） 

理由 

 

この項目を条文に盛り込んだ方がよいと思いますか。 
（思う ・ 思わない） 

盛り込むべき項目（          ） 
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（仮称）岩倉市市民参加条例 ワークシート 
※『別紙：(仮称)岩倉市市民参加条例の検討手引き[市民参加手続編]も参考にしてください。』 

No.9 インタビュー 

論点 論点に対するご意見 

□この手続は市民参加手続と

して必要ですか。 

 

（Yes ・ No） 

理由 

□市民が利用しやすいです

か。 

（Yes ・ No） 

理由 

□執行機関はこの手続を実行

できますか。 

（Yes ・ No） 

理由 

 

この項目を条文に盛り込んだ方がよいと思いますか。 
（思う ・ 思わない） 

盛り込むべき項目（          ） 
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（仮称）岩倉市市民参加条例 ワークシート 
※『別紙：(仮称)岩倉市市民参加条例の検討手引き[市民参加手続編]も参考にしてください。』 

No.9 市民討議会（プラーヌンクスツェレ） 

論点 論点に対するご意見 

□この手続は市民参加手続と

して必要ですか。 

 

（Yes ・ No） 

理由 

□市民が利用しやすいです

か。 

（Yes ・ No） 

理由 

□執行機関はこの手続を実行

できますか。 

（Yes ・ No） 

理由 

 

この項目を条文に盛り込んだ方がよいと思いますか。 
（思う ・ 思わない） 

盛り込むべき項目（          ） 

 


