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附則 

第1章 総則 

(趣旨) 

第1条 この規則は、宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進

に関する条例(平成17年宗像市条例第63号。以下「条例」という。)の

施行に関し必要な事項を定める。 

(公表の方法) 

第2条 条例に規定する公表は、次に掲げる場所の中から実施機関が適当

と認める場所における閲覧又は市の広報紙若しくはホームページへの

掲載により行う。 

(1) 計画等を所管する課等の窓口 

(2) 宗像市役所本庁舎情報コーナー 

(3) 大島行政センター 

(4) 宗像市中央公民館、宗像市岬地区公民館及び宗像市池野地区公民

館 

(5) 宗像総合市民センター 

(6) 宗像市コミュニティ・センター 

(7) 宗像市市民活動交流館 

2 実施機関は、前項各号に規定するもののほか、市民参画、協働及びコ

ミュニティ活動の推進を図る上で特に必要と認められる場所において

公表を行う。 

第2章 市民参画 

第1節 通則 

(大規模施設の範囲) 

第3条 条例第7条第1項第5号の規則で定める大規模な施設は、建設費用が

3億円以上で、かつ、当該施設の敷地面積(付随して設置する駐車場等

の面積を含む。)が1,000平方メートル以上の施設とする。 

第2節 実施機関が実施主体で行う市民参画 

第1款 附属機関等の設置 

(委員の選任) 

第4条 附属機関等の委員(以下この節において「委員」という。)の選任

に当たっては、法令に特別の定めがある場合その他特に必要がある場

合を除き、次に掲げる事項に留意することとする。 

(1) 男性及び女性の割合については、それぞれ委員全体の4割以上に

なるよう努めること。 

(2) 他の委員との兼職については、3つを超えないこと。 

(3) 団体から委員を選任する場合においては、会長等その団体を代表

する者に限定しないこと。 

(4) 在任期間は、同一の附属機関等においては、通算10年を超えない

こと。 

(5) 委員の定数については、15人以内とすること。 

(6) 市議会議員、行政委員会委員及び常勤の市職員については、原則

として委員に選任しないこと。 

(公募委員) 

第5条 委員の公募に申し込むことができる者は、市内に住所を有する者

とする。ただし、実施機関が必要と認める場合は、この限りでない。 

2 実施機関は、委員の公募をするときは、次に掲げる事項を公表する。 

(1) 附属機関等の名称及び所掌事務 

(2) 公募人数 

(3) 選考方法 

(4) 小論文等の課題 

(5) その他実施機関が必要と認める事項 

3 委員の公募の期間は、21日以上とする。 

4 実施機関は、次に掲げる方法のいずれか又は2つ以上の組合わせにより

公募による委員の選考を行う。 

(1) 小論文等による書面審査 

(2) 面接 

(3) 抽選 

(議事録) 

第6条 附属機関等の会議の議事録(以下「議事録」という。)は、あらか

じめ附属機関等の会議に諮った上で、次に掲げる議事録の作成方法の

中から、当該附属機関等の性質等を考慮して最も適切な方法により行

う。 

(1) 発言者が発言した全てを記録する方法 

(2) 発言者の発言ごとに当該発言の要点を記録する方法 

(3) 会議内容の要点を記録する方法 

2 議事録には、次に掲げる事項を記載するとともに、会議資料があると

きは、これを議事録に添付する。 

(1) 名称 

(2) 開催日時 

(3) 開催場所 

(4) 出席者の氏名 

(5) 議題 

(6) 内容 

(7) 会議資料の名称 

(8) その他実施機関が必要と認める事項 

第2款 市民意見提出手続 

(団体による意見の提出) 

第7条 条例第10条第3項に規定する意見を提出する者が法人その他の団

体である場合は、所在地、名称及び代表者名を明記しなければならな

い。 

(意見を提出した者の個人情報の取扱い) 



第8条 市民意見提出手続により意見を提出した者の氏名その他の個人情

報は、公表しない。ただし、案等の公表の際に、当該情報を公表する

予定であることを明示しているときは、この限りでない。 

第3款 市民説明会 

(市民説明会の開催記録の作成) 

第9条 市民説明会の開催記録には、次に掲げる事項を記載するとともに、

配布資料があるときは、これを開催記録に添付する。 

(1) 名称 

(2) 開催日時 

(3) 開催場所 

(4) 議題 

(5) 内容 

(6) 配布資料の名称 

(7) その他実施機関が必要と認める事項 

第4款 市民ワークショップ 

(市民ワークショップの開催記録の作成) 

第10条 前条の規定は、市民ワークショップを開催する場合の開催記録の

作成について準用する。 

第3節 市民が請求する市民参画 

(市民政策提案手続の請求等) 

第11条 条例第16条第1項に規定する書面は、市民政策提案手続申請書(様

式第1号)とする。 

2 実施機関は、条例第16条第1項の規定による申請があったときは、代表

者が条例第25条第1項の投票資格者であることを確認するとともに、政

策の内容が条例第7条第1項各号に該当しないと認めるときその他適法

な方式を欠いていると認めるときは、条例第16条第1項の代表者に対し、

相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。 

3 前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、代表者がその定

められた期間内に補正をしないときは、実施機関は、条例第16条第2

項の規定による決定において、当該申請を却下しなければならない。 

(署名の収集等) 

第12条 条例第17条第1項の規則で定める署名簿は、市民政策提案手続署

名簿(様式第2号。以下「署名簿」という。)とする。 

2 条例第17条第1項の提案代表者は、同条第2項の規定により署名し、印

を押すことを求めるための委任をしたときは、直ちに市民政策提案手

続署名収集委任届(様式第3号)を実施機関に届け出なければならない。 

3 提案資格者は、身体の故障その他の理由により署名簿に署名すること

ができないときは、他の提案資格者(提案代表者及び条例第17条第2項

の規定により提案代表者の委任を受けて署名簿に署名し、印を押すこ

とを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」

という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、

委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)による当該請求者の氏

名の記載は、当該請求権を有する者の署名とみなす。 

4 氏名代筆者は、請求者の氏名を署名簿に記載するときは、当該署名簿

に氏名代筆者としての署名をし、印を押さなければならない。 

5 条例第17条第1項及び第2項の規定により署名し、印を押すことを求め

ることについては、条例第16条第4項の規定により告示した日の翌日か

ら起算して40日以内に行わなければならない。ただし、条例第17条第3

項の規定により署名を求めることができないこととなった期間があっ

たときは、当該期間を除き40日以内とする。 

6 条例第17条第3項の規則で定める期間は、地方自治法施行令(昭和22年

政令第16号)第92条第5項に規定する期間とする。 

(署名簿の提出) 

第13条 提案代表者は、署名簿に署名し、印を押した者の数が500人以上

の数となったときは、前条第5項の規定による期間満了の日の翌日から

起算して5日以内に、署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、

これらを一括したもの)を選挙管理委員会に提出してこれに署名し、印

を押した者が提案資格者であることの証明を求めなければならない。 

2 選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の提出が同項に規定する

期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければな

らない。 

(署名及び押印の取消し) 

第14条 署名簿に署名し、印を押した者は、提案代表者が条例第17条第4

項前段の規定により署名簿を選挙管理委員会に提出するまでの間は、

提案代表者を通じて、当該署名簿の署名及び押印を取り消すことがで

きる。 

(署名の効力の決定、署名簿の縦覧等) 

第15条 選挙管理委員会は、署名簿の署名の有効無効を決定するときは、

印をもって決定しなければならない。この場合において、同一人に係

る2以上の有効署名及び押印があるときは、その一を有効と決定しなけ

ればならない。 

2 選挙管理委員会は、署名審査録を作成し、署名の効力の決定に関し、

無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに

記載しなければならない。 

3 選挙管理委員会は、条例第17条第7項の規定による不服申立てにより署

名の効力の決定を修正する場合においては、その修正が不服申立ての

決定に基づく旨並びに不服申立人の氏名及び不服申立ての決定の年月

日を署名簿に付記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載

しなければならない。 

4 選挙管理委員会は、条例第17条第9項の規定により署名簿を提案代表者

に返付する場合は、当該署名簿の末尾に、署名し、印を押した者の総

数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。 

(署名の効力及び関係人の出頭証言) 

第16条 署名簿の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。 

(1) 条例及びこの規則に規定する手続によらない署名 

(2) 何人であるかを確認し難い署名 

2 条例第17条第7項の規定により詐偽又は強迫に基づく旨の不服申立て

があった署名で選挙管理委員会がその申立てを正当であると決定した

ものは、これを無効とする。 

3 選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると

認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。 

(市民政策提案市民検討会の開催の請求等) 

第17条 条例第18条第1項に基づく市民政策提案市民検討会の開催の請求

は、市民政策提案市民検討会開催請求書(様式第4号)により行わなけれ

ばならない。 

2 市民政策提案市民検討会は、実施機関が主宰する。 

3 実施機関は、次に掲げる事項を14日以上前に公表する。 

(1) 市民説明会の開催日時及び開催場所 

(2) 対象となる事案の内容 



4 実施機関は、第9条各号に掲げる事項を記載した開催記録を作成し、配

布資料があるときは、これを開催記録に添付して公表しなければなら

ない。 

第4節 住民投票 

(投票資格者名簿の調製等) 

第18条 選挙管理委員会は、条例第15条及び第23条第1項の規定により、

投票資格者の氏名、住所、性別、生年月日等を記載した投票資格者名

簿を調製する。 

2 選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月(以下「登録月」とい

う。)並びに住民投票を行う場合に投票資格者名簿の登録を行う。 

3 選挙管理委員会は、登録月における登録(以下「定時登録」という。)

にあっては登録月の1日現在により当該登録月の2日に、住民投票を行

う場合における登録(以下「投票時登録」という。)にあっては住民投

票の投票の期日(以下「投票日」という。)を定める告示の日(以下「投

票告示日」という。)の前日現在により同日に、投票資格者名簿に登録

される資格を有する者を投票資格者名簿に登録しなければならない。

ただし、登録月の1日から7日までの間に住民投票を行う場合その他選

挙管理委員会が特に必要があると認める場合にあっては、登録の日を

繰り延べて定めることができる。この場合において、選挙管理委員会

は、直ちに当該登録の日を告示しなければならない。 

(請求の制限期間) 

第19条 条例第23条第1項後段の規則で定める期間は、地方自治法施行令

第92条第5項に規定する期間とする。 

(永住外国人の登録の申請等) 

第20条 条例第25条第1項第2号の規定により登録の申請をしようとする

者は、第18条第2項の規定による登録を行う日の7日前までに投票資格

者名簿登録申請書(様式第5号)を選挙管理委員会に提出しなければな

らない。 

2 選挙管理委員会は、投票資格者名簿登録申請書を受理したときは、当

該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)が条例第25条第1項第

2号に規定する投票資格者に該当するかどうかを審査し、投票資格者に

該当すると認めるときは、当該申請者を投票資格者名簿に登録する。 

3 選挙管理委員会は、前項の規定による審査を行ったときは、その結果

を当該申請者に対し、通知する。 

(縦覧) 

第21条 選挙管理委員会は、定時登録については登録月の3日から7日まで

の間(第18条第3項ただし書の規定により登録の日を繰り延べて定めた

ときは、当該投票資格者名簿の登録が行われた日の翌日から起算して5

日間)、投票時登録については当該住民投票の投票告示日に、投票資格

者名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧

に供さなければならない。 

2 選挙管理委員会は、縦覧開始の日の3日前までに縦覧の期間及び場所を

告示しなければならない。 

(不服申立て) 

第22条 投票資格者は、投票資格者名簿の登録に関し不服があるときは、

前条第1項の規定による縦覧期間内に、選挙管理委員会に不服申立てを

することができる。 

2 選挙管理委員会は、前項の不服申立てを受けたときは、その不服申立

てを受けた日から3日以内に、その不服申立てが正当であるかないかを

決定しなければならない。 

3 選挙管理委員会は、その不服申立てを正当であると決定したときは、

その不服申立てに係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票

資格者名簿から抹消し、その旨を不服申立人及び関係人に通知すると

ともに、これを告示しなければならない。 

4 選挙管理委員会は、その不服申立ての申出を正当でないと決定したと

きは、直ちにその旨を不服申立人に通知しなければならない。 

(補正登録) 

第23条 選挙管理委員会は、第18条第3項の規定により投票資格者名簿の

登録をした日後、当該登録の際に投票資格者名簿に登録される資格を

有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録さ

れていないことを知ったときは、その者を直ちに投票資格者名簿に登

録し、その旨を告示しなければならない。 

(訂正等) 

第24条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内

容に変更があったこと若しくは誤りがあることを知ったとき又は第20

条の規定による登録変更の届出を受理したときは、直ちにその記載の

修正又は訂正をしなければならない。 

(登録の抹消) 

第25条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者について

次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票資格者

名簿から抹消しなければならない。 

(1) 死亡したことを知ったとき。 

(2) 日本の国籍を失ったことを知ったとき。 

(3) 永住外国人でなくなったことを知ったとき。 

(4) 宗像市の住民基本台帳の記録から削除されたことを知ったとき。 

(5) 外国人登録原票に登録されている居住地が宗像市の区域内でな

くなったことを知ったとき。 

(6) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。 

(7) 次条の規定による登録抹消の届出を受理したとき。 

(登録変更又は登録抹消の届出) 

第26条 第20条第2項の規定により投票資格者名簿に登録された者は、当

該登録された事項を変更しようとするときは投票資格者名簿登録変更

届出書(様式第6号)により、当該登録の抹消を希望するときは投票資格

者名簿登録抹消届出書(様式第7号)により選挙管理委員会に届け出な

ければならない。 

(閲覧等) 

第27条 選挙管理委員会は、投票日の告示の日から投票日後5日に当たる

日までの間を除き、投票資格者名簿の抄本を閲覧に供し、その他適当

な便宜を供与しなければならない。 

2 投票資格者は、投票資格者名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認める

ときは、選挙管理委員会に投票資格者名簿の修正に関し、調査の請求

をすることができる。 

(署名の収集等) 

第28条 第12条から第16条までの規定は、条例第23条第1項の規定による

住民投票の請求について準用する。この場合において、「提案代表者」

とあるのは「代表者」と、「実施機関」とあるのは「市長」と、「提案

資格者」とあるのは「投票資格者」と、「40日」とあるのは「31日」と、

「500人以上」とあるのは「投票資格者の総数の3分の1以上」と読み替

える。 



2 条例第23条第1項の規定による住民投票の請求に係る署名簿その他の

様式は、別に定める。 

第3章 協働 

(行政サービスの協働の登録申請等) 

第29条 条例第32条第1項の規則で定める申請書は、行政サービスの協働

登録申請書(様式第8号)とする。 

2 条例第32条第4項の規定による届出は、行政サービスの協働登録変更届

(様式第9号)により提出しなければならない。 

3 条例第32条第4項の規定により市民公益活動団体が解散したときは、市

民公益活動団体解散届(様式第10号)を提出しなければならない。 

4 条例第32条第5項第3号の規則で定める定数は、3人とする。 

(協働事業の提案) 

第30条 協働事業の提案は、市長が別に定める期間内に行わなければなら

ない。 

2 協働事業の提案に係る手続その他必要な事項は、市長が別に定める。 

第4章 コミュニティ活動の推進 

(コミュニティ運営協議会との行政サービスの協働の登録申請等) 

第31条 第29条第1項及び第2項の規定は、コミュニティ運営協議会が市と

行政サービスの協働を行う場合における行政サービスの協働の登録申

請等について準用する。 

第5章 宗像市市民参画等推進審議会 

(組織) 

第32条 宗像市市民参画等推進審議会(以下「推進審議会」という。)は、

10人以内の委員をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 知識経験を有する者 

(2) 市民 

(任期) 

第33条 委員の任期は、2年間とする。 

(会長及び副会長) 

第34条 推進審議会に、会長及び副会長1人を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、会務を総理し、推進審議会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第35条 推進審議会の会議は、会長が招集する。 

2 推進審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決す

ることができない。 

3 推進審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、会長の決するところによる。 

(出席の要求) 

第36条 推進審議会は、必要があると認めるときは、市の職員その他必要

と認める者に対し、推進審議会の会議への出席を求め、説明又は意見

を聴取することができる。 

(部会) 

第37条 会長は、必要に応じ、部会を設けることができる。 

第6章 雑則 

(雑則) 

第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定

める。 

附 則 

この規則は、平成18年1月1日から施行する。 

 

 

 


