
対象期間： 平成31年4月1日～令和2年3月31日

（１）パブリックコメント
№ 事業名称及び担当課 概要 募集期間 周知方法 対象 意見件数 結果の公表状況 摘要

1
安平町立早来中学校再建事業
基本計画の策定
【教育委員会事務局】

安平町立早来中学校再建事業基本
計画策定にあたり町民を対象に意見
公募を行うもの。

令和元年８月９日～令和元年８月29日
ＨＰ、広報
あびらＲ元.
８月号

町民 ０件
ＨＰ、広報あびらＲ元.
９月号、担当窓口での
閲覧

2

第２次安平町総合計画 中期基
本計画・安平町復興まちづくり計
画策定
【政策推進課】

第２次安平町総合計画 中期基本計
画策定にあたり町民を対象に意見公
募を行うもの。

令和元年11月５日～令和元年11月25日

ＨＰ、広報
あびらＲ
元.11月
号、担当課
閲覧掲示
場掲示

町民 ５件（２名）
ＨＰ、広報あびらＲ２．
１月号、担当窓口での
閲覧

3
キャンプ場新料金及び手ぶら
キャンプ導入事業
【建設課】

キャンプ場新料金及び手ぶらキャンプ
導入事業にあたり町民を対象に意見
公募を行うもの。

令和２年１月10日～令和２年１月31日

ＨＰ、広報
あびらＲ2.1
月号、担当
課閲覧掲
示場掲示

町民
4名、7項
目、18件

ＨＰ、広報あびらR２.３
月号、担当窓口での
閲覧

議会全員協議会、行政
改革推進委員会、パブコ
メを経て令和2年3月議
会へ上程

4
安平町地域防災計画の修正
【総務課】

安平町地域防災計画修正にあたり町
民を対象に意見公募を行うもの。

令和２年２月５日～令和２年３月６日

ＨＰ、広報
あびらＲ2.2
月号、担当
課閲覧掲
示場掲示

町民 ０件
ＨＰ、広報あびらＲ２.６
月号、担当窓口での
閲覧

5
安平町生涯学習計画　第３期計
画の策定
【教育委員会事務局】

安平町生涯学習計画　第３期計画策
定にあたり町民を対象に意見公募を
行うもの。

令和２年２月26日～令和２年３月18日

ＨＰ、広報
あびらＲ2.2
月号、担当
課閲覧掲
示場掲示

町民 ０件
HP、広報笑顔Ｒ２.６月
号、担当窓口での閲
覧

6
安平町子ども・子育て支援事業
計画の策定
【教育委員会事務局】

安平町子ども・子育て支援事業計画
策定にあたり町民を対象に意見公募
を行うもの。

令和２年３月５日～令和２年３月25日

ＨＰ、広報
あびらＲ2.3
月号、担当
課閲覧掲
示場掲示

町民 ０件
HP、広報笑顔Ｒ２.６月
号、担当窓口での閲
覧

7
安平町公営住宅等長寿命化計
画の策定
【建設課】

安平町公営住宅等長寿命化計画策
定にあたり町民を対象に意見公募を
行うもの。

令和２年３月５日～令和２年３月25日

ＨＰ、広報
あびらＲ2.3
月号、担当
課閲覧掲
示場掲示

町民 ０件
ＨＰ、広報笑顔Ｒ２.６
月号、担当窓口での
閲覧

■　町民参画手続の実施状況　（平成３１年度、令和元年度実績）



（２）アンケート調査
№ 事業名称及び担当課 概要 実施期間 実施方法 対象 回答件数 結果の公表状況 摘要

1
安平町復興まちづくりに関する
町民意向調査
【政策推進課】

復興まちづくり計画の策定にあたり、
被災時の避難行動や復興まちづくり
に関する町民意向を把握するため実
施したもの。

令和元年５月17日～令和元年６月３日
アンケート
票の全戸
配布

町民
1,642世帯
/4,095世

帯

ＨＰ、広報あびらＲ元.
８月号

回答率：４０％

2
安平町子ども・子育て支援事業
計画の策定
【教育委員会事務局】

未就学児童の保護者を対象に意見公
募を行うもの。

令和元年12月２日～令和元年12月27日 オンライン
町民（未就
学児童保
護者）

125件

計画（案）に意見反映
し、子ども・子育て会
議を経てパブリックコメ
ントを実施
HP、広報あびらR２.３
月号、担当窓口での
閲覧

（３）モニター制度
№ 事業名称及び担当課 概要 実施期間 公募方法 対象 参加状況 結果の公表状況 摘要

1 なし

（４）町民説明会
№ 事業名称及び担当課 概要 実施日又は実施期間 周知方法 対象 参加状況 結果の公表状況 摘要

1

町民まちづくり懇談会
（第２次安平町総合計画 中期基
本計画・安平町復興まちづくり計
画策定関連）
【政策推進課】

第２次安平町総合計画 中期基本計
画及び安平町復興まちづくり計画の
一体的な策定に向けて町民意見・
ニーズの把握を行うもの。

町政懇談会
　令和元年６月17日～令和元年６月21日
　町内４地区公民館で実施

ＨＰ、広報
笑顔Ｒ元.６
月号、あび
らチャンネ
ル、個別案
内（町外・仮
設住宅外避
難世帯、自
治会）

町民 ５７名
ＨＰ、広報笑顔Ｒ元.７
月号、担当窓口での
閲覧

2

町民まちづくり懇談会
（第２次安平町総合計画 中期基
本計画・安平町復興まちづくり計
画策定関連）
【政策推進課】

６月に開催した町民まちづくり懇談会
で出された意見等を踏まえ、検討を進
めている被災者支援策や復興関連事
業（素案）について説明を行うもの。

町政懇談会
　令和元年８月５日～令和元年８月８日
　町内４地区公民館で実施

ＨＰ、広報
笑顔Ｒ元.７
月号、あび
らチャンネ
ル、個別案
内（町外・仮
設住宅外避
難世帯、自
治会）

町民 ４６名
ＨＰ、広報あびらＲ元.
９月号、担当窓口での
閲覧

3

町政懇談会
（第２次安平町総合計画 中期基
本計画・安平町復興まちづくり計
画策定関連）
【地域推進課・政策推進課】

第２次安平町総合計画 中期基本計
画（案）及び安平町復興まちづくり計
画（案）の概要説明を行い、意見交換
を行うもの。

町政懇談会
　令和元年11月11日～令和元年11月14日
　町内４地区公民館で実施

ＨＰ、広報
あびらＲ
元.11月
号、個別案
内（町外・仮
設住宅外避
難世帯、自
治会）

町民 ４３名
ＨＰ、広報あびらＲ元.
１２月号、担当窓口で
の閲覧

町民参画に位置付け実
施



（５）ワークショップ
№ 事業名称及び担当課 概要 実施日又は実施期間 周知方法 対象 参加状況 結果の公表状況 摘要

1
安平町立早来中学校再建事業
基本計画の策定
【教育委員会事務局】

安平町立早来中学校再建事業基本
計画の策定について

第1回　新しい学校を考える会 R1.6.11
第2回　新しい学校を考える会 R1.7.3
第3回　新しい学校を考える会 R1.7.30

町HP、団体
等文書通知

町民
第1回18人
第2回24人
第3回19人

広報あびらR元.８月
号、町HP、窓口閲覧

（６）審議会等において意見聴取を行ったもの
№ 事業名称及び担当課 概要 審議会の名称・開催日 結果の公表状況

1
安平町立早来中学校再建事業
基本計画の策定
【教育委員会事務局】

安平町立早来中学校再建事業基本
計画の策定について

第1回安平町合同学校運営協議会　R1.6.5
第2回安平町合同学校運営協議会　R1.6.27
第3回安平町合同学校運営協議会　R1.7.22
第4回安平町合同学校運営協議会　R1.9.10
第5回安平町教育委員会　R1.9.13
第6回安平町教育委員会　R1.9.30
第7回安平町教育委員会　R1.10.15

広報あびらR元.９月号、
HP、担当窓口での閲覧

2

第２次安平町総合計画 中期基
本計画・安平町復興まちづくり計
画策定
【政策推進課】

総合計画の策定について、当町の諮
問機関である安平町未来創生委員会
に対し、諮問を行い、それに関する審
議を行った上で、答申をいただくも
の。

第２回未来創生委員会　令和元年８月５日
第３回未来創生委員会　令和元年10月28日
第４回未来創生委員会　令和元年12月２日

ＨＰ、広報笑顔R２.６月
号、担当窓口での閲覧

3
安平町子ども・子育て支援事業
計画の策定
【教育委員会事務局】

子ども・子育て会議委員に意見聴取を
行うもの。

第14回子ども・子育て会議　令和元年11月13
日
第15回子ども・子育て会議　令和２年２月20日

意見反映した計画（案）
をパブリックコメントにて
周知
HP、広報あびらR２.３月
号、担当窓口での閲覧

4
キャンプ場新料金及び手ぶら
キャンプ導入事業
【建設課】

キャンプ場新料金改正に伴う条例改
正等について

第２回安平町行政改革推進委員会
令和元年12月24日

行政改革推進委員会を
経てパブリックコメントを
実施
HP、広報あびらR２.６月
号、担当窓口での閲覧

5
安平町生涯学習計画　第３期計
画の策定
【教育委員会事務局】

社会教育委員に意見聴取を行うもの。 第２回社会教育委員会議　令和２年２月13日

意見反映した計画（案）
をパブリックコメントにて
周知
HP、広報あびらR２.２月
号、担当窓口での閲覧

6
安平町まち・ひと・しごと創生総
合戦略の改訂
【政策推進課】

国より求められている次期地方版総合
戦略の策定について、総合計画中期
基本計画・復興まちづくり計画の策定
を最優先に進めるため１年間の計画
期間延長を行うもの。

第５回未来創生委員会　令和２年３月16日
（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書
面による開催）

ＨＰ、広報笑顔Ｒ２.４月
号、担当窓口での閲覧

第６条第１項の該当、審議内容等

５号（住民生活影響）に該当
ワークショップ等での意見等を反映した、安平町立早来中
学校再建事業基本計画について運営協議会及び教育委
員会において承認された。

５号（住民生活影響）に該当
キャンプ場新料金改正に伴う条例改正等について意見を
聴取し、委員会で承認された。

１号（計画策定）に該当
総合計画 中期基本計画及び安平町復興まちづくり計画の
策定に関する各種審議を行い、令和元年12月４日に答申
書の提出を受領した。

１号（計画変更）に該当
計画期間延長について委員会へ書面により審議を求め、
承認された。

１号（計画策定）に該当
社会教育委員から意見を聴取し、計画（案）へ反映させ、パ
ブリックコメントを実施する。

１号（計画策定）に該当
子ども・子育て会議委員から意見を聴取し、計画（案）へ反
映させ、パブリックコメントを実施する。



（７）条例第６条第２項等の理由により町民参画を実施しなかったもの
№ 名称及び担当課 概要 第６条第１項の該当・判断日

1
安平町税条例等の一部改正
（31.5議会提案分）
【税務住民課】

地方税法等の一部を改正する法律等
の改正に伴う、個人町民税、軽自動車
税などの改正

３号該当（権利・義務）
判断日平成31年4月1日

2
安平町国民健康保険税条例の
一部改正（Ｒ1.5議会提案分）
【税務住民課】

課税限度額及び減額の対象となる所
得の基準の改正

３号該当（権利・義務）
判断日平成31年4月1日

3
安平町安平山パークゴルフ場条
例の制定について
【教育委員会事務局】

安平山パークゴルフ場の町営化に伴
う設置条例の制定

２号（町政に関する基本方針を定める条例の
制定）・３号（町民に義務を課し、又は権利を制
限することを内容とする条例の制定）
判断日平成31年4月18日

4
安平町税条例等の一部改正
（31.5議会提案分）
【税務住民課】

地方税法等の一部を改正する法律等
の改正に伴う、個人町民税、軽自動車
税などの改正

３号該当（権利・義務）
判断日平成31年4月19日

5
安平町税条例等の一部改正（Ｒ
1.9議会提案分）
【税務住民課】

地方税法等の一部を改正する法律等
の改正に伴う、軽自動車税環境性能
割の改正

３号該当（権利・義務）
判断日令和1年7月17日

6
安平町印鑑条例の一部を改正
する条例の制定について
【税務住民課】

印鑑登録証明事務処理要領の一部
改正により、印鑑の登録ができない者
から成年被後見人の規定が削除され
たため、当町の印鑑条例も同様に改
正を行うもの。

３号該当（権利・義務）
判断日：令和元年11月25日

第２項第３号（法令の規定）に該当のため実施しない
施行期日：令和元年12月23日

＊　条例第６条第２項第３号（緊急に行う必要があるもの）に該当する案件は１件

実施しなかった理由（条例第６条第２項）

第２項第１号（軽易なもの）、第２号（緊急に行う必要のあるもの）及び第５号（その他金
銭の徴収）に該当のため実施しない。
施行期日：令和元年６月７日

第２項第５号（金銭徴収）に該当のため実施しない。
施行期日：令和1年10月１日

第２項第５号（金銭徴収）に該当のため実施しない。
施行期日：平成31年4月１日

第２項第５号（金銭徴収）に該当のため実施しない。
施行期日：平成31年4月１日

第２項第５号（金銭徴収）に該当のため実施しない。
施行期日：令和1年10月１日他


