■ 町民参画手続の実施状況 （平成28年度実績）
（１）パブリックコメント
№
事業名称及び担当課

概要

対象期間： 平成28年4月1日～平成29年3月31日
募集期間

1

安平町地域防災計画（案）
【総務課】

2

安平町水道ビジョン及び水道料 今後の水道事業の将来像・目標や目
平成２８年１０月５日
金等改正（案）
標達成のための施策、水道事業の財
～平成２８年１１月１０日
【水道課】
政計画を示すもの

3

苫小牧圏都市計画地区計画
富岡地区地区計画の決定
平成２９年１月６日
（案）及び関係条例の改正（案） 安平町地区計画の区域内における建
～平成２９年１月１９日
【施設課】
築物の制限に関する条例の一部改正

意見件数

結果の公表状況

摘要

0件

広報笑顔29.1、ＨＰ、
12月議会行政報告
担当課閲覧

町内

0件

ＨＰ、担当課閲覧、広 （４）№１及び（６）№２も併
報笑顔１月号
せて実施

町内

0件

（６）№４も併せて実施
告示（縦覧）、ＨＰ、広
地区計画は２月１日決定
報笑顔29.4
条例改正は３月議会

4

安平町農業経営基盤の強化の
促進に関する基本的な構想
（案）
【農林課】

北海道が定める農業経営基盤強化促
進基本方針の見直しに伴う安平町経 平成２９年１月５日
営基盤強化の促進に関する基本構想 ～平成２９年１月３１日
の見直し

ＨＰ、広報
あびら、担 町内
当課閲覧

4件

ＨＰ、担当課閲覧
広報笑顔29.4

5

森林法の一部改正に基づき、平成29
安平町森林整備計画書の変更
平成２９年２月１５日
年度から平成37年度までの森林整備
【農林課】
～平成２９年３月１５日
計画の内容を変更するもの

告示(縦覧) 町内

0件

告示（縦覧）、ＨＰ
（今後、広報笑顔に掲 （６）№７も併せて実施
載予定）

6

安平町における望ましい公共交通網
安平町地域公共交通網形成計
の姿を明らかにし、その最適化を図る 平成２９年３月３１日
画(案)
基本方針や施策を示すマスタープラ ～平成２９年４月２０日
【企画財政課】
ンとして策定するもの

ＨＰ、全戸
配布、担当 町内
課閲覧

1件

ＨＰ、担当課閲覧、広 （２）№１、（５）№３、（６）
報あびら29.6
№６も併せて実施

（２）アンケート調査
№
事業名称及び担当課
1

安平町地域公共交通網形成計
画の策定に係る集客施設等アン
ケート【企画財政課】

（３）モニター制度
№
事業名称及び担当課
該当なし
（４）町民説明会
№
事業名称及び担当課

災害対策基本法の改正に伴う安平町 平成２８年９月９日
地域防災計画の見直し
～平成２８年１０月１１日

周知方法
対象
ＨＰ、広報
あびら、担 町内
当課閲覧

概要

実施期間

公共交通の利用状況や関わりを聞き取る
とともに、普段は公共交通を利用していな 平成28年11月18日～11
い方々に、その現状について知ってもらう 月30日（８か所）
機会とした

概要

概要

ＨＰ
庁舎閲覧
告示(縦覧)、
ＨＰに縦覧実
施要領掲載

実施方法

実施期間

公募方法

実施日又は実施期間

周知方法

1

安平町水道ビジョン及び水道料 安平町上水道事業創設に伴う水道料
金等改正に係る住民説明会
金の地区間料金の統一及び水道ビ
【水道課】
ジョンについて

平成28年８月１日～３日
安平公民館・遠浅公民館・追分公民
館・町民ｾﾝﾀｰ・農村文化ｾﾝﾀｰ・富
岡会館
各会場：１日２回開催

2

安平地区拠点施設の整備に関
安平地区公民館増改築に係る実施
する地域説明会
設計内容について
【教育委員会事務局】

平成28年11月1日

対象

ショッピングセンターなかもり、菊
池病院、安平郵便局、渡邉医院、
フーズショップきしだ、遠浅郵便局
の来客者、ぬくもりセンター及び
せいこドームの足腰しゃんしゃん
教室参加者

回答件数

結果の公表状況

213件

ＨＰに掲載、「公共交通
便り第２号」を全戸配布、
担当課閲覧

参加状況 意見件数

対象

（６）№５も併せて実施

摘要

結果の公表状況

摘要

参加状況

結果の公表状況

摘要

町報あびら
広報笑顔

町内

１名

ＨＰ、担当課閲覧、広
報笑顔28.10

自治会内周知

安平第一
自治会

27名

平成29年5月予定の
住民説明会において
公表、担当課閲覧

3

4

5

平成29年２月10日～16日
第２次安平町総合計画(案）に係
第２次安平町総合計画（案）内容につ 追分公民館・安平公民館・
る町民説明会
町民センター・遠浅公民館
いて
【企画財政課】
計４回開催

安平町町営若草団地の分譲宅
地販売促進に係る減額譲渡等
の特例に関する条例の制定に
ついての住民説明会
【まちづくり推進課】
安平町北町工業団地の販売促
進に係る減額譲渡の特例に関
する条例の延長等に関する個
別説明
【まちづくり推進課】

町報あびら、
広報笑顔、 町内
ＨＰ

若草３丁
目住民及
び土地所
有者、町
内会役員

町営若草団地の減額譲渡による販売
促進のため、通常価格で購入した近
平成29年2月16日
隣住民を含めた地域への説明と意見
聴取を実施したもの。

町内会内
周知

北町工業団地の販売促進のため、減
平成29年2月21日、22
額譲渡の期間を延長したうえで、さら
日、27日
なる減額を行うもの。

北町工業
電話による 団地に立
個別説明 地する企
業

（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

課題や問題点、まちづくり全体、分野別の
平成28年
具体的な施策の提案など、町民と行政の
６月８日、６月28日、７月26
対話を通じ、総合計画を町民参画により策
日、８月30日、９月27日
定する。

周知方法

対象

14名

ＨＰ、担当課閲覧、広 （５）№１及び№２、（６）№
報笑顔29.4
１を併せて実施

１８名

ＨＰ、広報笑顔29.4、
（６）№９も併せて実施
担当課での閲覧

3件

ＨＰ、広報笑顔29.4、
（６）№10も併せて実施
担当課での閲覧

参加状況

結果の公表状況

団体などに所
属する３６名に
直接依頼

町民およ
び町関係
者

5回計
194名

会議終了ごとに町広報、
ホームページ等で結果を公
表。なお、初の試みとしてあ
びらチャンネルで会議を編
集録画で放映。

1

第２次安平町総合計画に向けたワーク
ショップ「町民まちづくり会議」
～みんなで考える安平町の将来像～
【企画財政課】

2

第２次安平町総合計画の策定 民参画の一環として、合併10年の検証及
平成28年
に伴う町内団体との意見交換会 び将来に向けた課題等に関する各種町内 ５月１０日～６月６日
団体の意見を聴取し、将来構想、基本計
【企画財政課】

直接案内送付

町内各種
団体

37団体
58名

結果報告をＨＰ及び広報
笑顔28.10に掲載、担当
課閲覧

安平町地域公共交通網形成計
画の策定に係る住民意見交換
会
【企画財政課】

例会に訪問
（趣旨説明と
参加案内）

町内老人
クラブ８団
体

4回計
45名

ＨＰに掲載、「公共交通
便り第２号」を全戸配布、
担当課閲覧

摘要

第２次安平町総合計画の策定における町

画へ反映させるもの。

3

公共交通の利用状況や関わり、統計デー
タには現れにくい事項を把握するととも
に、高齢者に地域公共交通の現状につい
て知ってもらい考えていただく機会とした。

（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

1

安平町未来創生委員会
【企画財政課】

第２次安平町総合計画策定に係る各
種審議

2

安平町水道ビジョン及び水道料 安平町上水道事業創設に伴う水道料
金等改正（案）
金の地区間料金格差の是正、水道ビ
【水道課】
ジョンの策定

平成28年
11月16日 安平・早来
11月29日 追分・遠浅
計４回開催

審議会の名称・開催日
第1回（通算6回目）4/8
第2回（通算7回目）5/25
第3回（通算8回目）8/9
第４回（通算9回目）1/12
第５回（通算10回目）2/1
第６回（通算11回目）2/23
安平町行政改革推進委員会
平成28年6月22日

第６条第１項の該当、審議内容等

結果の公表状況
随時ホームページにて
安平町まちづくり基本条例第23条に規定する総合計画の 会議録を公開、結果概
要を広報笑顔28.10及び
策定に関する調査審議・答申
29.4に掲載、担当課閲
覧
３号（権利・義務）に該当
行政改革委員会において審議し、改正案を12月議会に上 ＨＰ、担当課閲覧、広報
笑顔29.1
程

3

①おいわけ子ども園民営化協定内容
おいわけ子ども園民営化協定内 ②追分地区認定こども園運営協議会 安平町子ども・子育て会
容等
の設置について
議
【教育委員会事務局】
③児童館・放課後児童クラブの民営 平成２８年９月１日
化について

4

１号（計画策定）に該当
苫小牧圏都市計画地区計画
富岡地区地区計画の決定
安平町都市計画審議会
１月２３日開催の都市計画審議会において承認・答申、１ ２月１日に決定告示（縦
（案）及び関係条例の改正（案） 安平町地区計画の区域内における建 平成28年9月15日～平成29 月２６日付けで北海道知事同意。条例改正は３月議会に上 覧）、ＨＰ、広報笑顔29.4
【施設課】
築物の制限に関する条例の一部改正 年1月23日
掲載
程、３月２１日公布（２月１日適用）

5

安平町農業経営基盤の強化の
促進に関する基本的な構想
（案）
【農林課】

6

安平町における望ましい公共交通網
安平町地域公共交通網形成計
の姿を明らかにし、その最適化を図る 安平町地域公共交通会議
画（素案）
基本方針や施策を示すマスタープラ 平成29年1月31日
【企画財政課】
ンとして策定するもの

7

１号（計画策定）に該当
森林法の一部改正に基づき、平成29 安平町森林整備計画実 安平町森林整備計画実行管理推進チーム会議において、
安平町森林整備計画書の変更
ＨＰ、窓口縦覧、告示
年度から平成37年度までの森林整備 行管理推進チーム会議 ゾーニングの見直しや鳥獣害防止森林区域の設定など、
【農林課】
広報笑顔29.4掲載
計画の内容を変更するもの
平成２９年２月９日
計６項目の変更について審議され、答申が行われた。

8

第10次安平町交通安全計画
（案）
【住民生活課】

9

安平町町営若草団地の分譲宅
安平町行政改革推進委
地販売促進に係る減額譲渡等 町営若草団地の減額譲渡による販売
員会
の特例に関する条例の制定
促進を行うための条例制定
平成29年2月17日
【まちづくり推進課】

４号（町民生活影響）に該当
住民説明会に加え、安平町行政改革推進委員会に諮り、 ＨＰ、広報笑顔29.4、担
町営若草団地の減額譲渡による販売促進に係る意見聴取 当課での閲覧
を行った。

安平町北町工業団地の販売促
北町工業団地の販売促進のため、減 安平町行政改革推進委
進に係る減額譲渡の特例に関
額譲渡の期間を延長したうえで、さら 員会
10
する条例
なる減額を行うもの
平成29年2月17日
【まちづくり推進課】

４号（町民生活影響）に該当
個別説明に加え、安平町行政改革推進委員会に諮り、北 ＨＰ、広報笑顔29.4、担
町工業団地の減額譲渡による販売促進に係る意見聴取を 当課での閲覧
行った。

北海道が定める農業経営基盤強化促
進基本方針の見直しに伴う安平町経
営基盤強化の促進に関する基本構想
の見直し

交通安全対策基本法に基づく安平町
の交通安全計画であり、第10次北海
道交通安全計画の策定に伴う計画変
更を行うもの

とまこまい広域農業協同組
合 平成２９年１月１６日
農業委員会
平成２９年１月２７日

安平町交通安全協会
安平町交通安全母の会
安平町交通安全指導員会
平成２９年２月１日～平成２９年２
月１５日

①承認され９月議会で財産処分の議決等提案することとなった。
②質疑・意見等は特になく、指定に向けて進めていくこととなっ
た。
③両地区認定こども園の園長（予定者含む）からの意見聴取等を
行い、民営化に向けてすすめていくこととなった。

１号（計画策定）に該当
農業経営基盤強化促進法施行規則第２条に基づき、農
委・JAへ意見聴取し、計画概要について適当である旨回
答あり。２月２３日付けで知事協議依頼を提出。４月５日に
知事同意。

①９月議会で関連議案
を上程、議決された。
結果概要を広報笑顔
28.10に掲載

知事同意書交付受付
後、決定告示、HPと広
報笑顔29.4に掲載

１号（計画策定）に該当
素案の説明を会議にて行い、素案に対する委員意見募集 ＨＰ、広報あびら29.4、
を平成29年1月31日～2月20日まで実施。委員からは質問 担当課閲覧
のみ。意見提出はなかった。

１号（計画策定）に該当
「飲酒運転の根絶に向けた取組」や「安平町通学路安全プ ３月議会行政報告、Ｈ
ログラムに基づく取組」などの施策を盛り込んだ素案に関 Ｐ、担当課閲覧、広報笑
する意見照会を３の団体に対して行い、意見反映のうえ、 顔29.4掲載
計画を策定した。

第２次安平町農業・農村振興計
安平町農業構造対策協 １号（計画策定）に該当
第２次安平町農業・農村振興計画策
安平町農業構造対策協議会において審議、承認が行われ ＨＰ、広報笑顔29.4、担
議会
11 画の策定
定に係る各種審議
当課での閲覧
た。
【農林課】
平成２９年３月21日
安平町公共施設等総合管理計
12 画（案）
【施設課】

本町における公共施設等の全体を把握す
るとともに、公共施設等を取り巻く現状や 安平町行政改革推進委
将来にわたる課題等を客観的に整理し、
員会
長期的な視点を持って公共施設等の総合
的かつ計画的な管理を推進することを目 平成29年3月21日
的として策定するもの

１号（計画策定）に該当
３月２１日開催の行政改革推進委員会において審議し、３
月２８日付けで計画を策定した。

ＨＰで公表、窓口縦覧、
広報笑顔29.4掲載

（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
新千歳空港に近接する市町で構成される
「地方拠点都市地域」が平成６年度に策定
した「千歳・苫小牧地方拠点都市地域基
本計画」について、平成16年度の計画期
間の延長と同様、平成28年度から10年間
の計画期間の延長等を行ったもの。

第６条第１項の該当・判断日

１号該当（計画変更）
平成28年４月22日

実施しなかった理由（条例第６条第２項）
２号該当（軽易なもの）
計画期間の延長を趣旨とした変更であり、併せて変更した記述についても、あくまで
町の合併等に伴う名称変更等軽微な記述修正であるため。

1

千歳・苫小牧地方拠点都市地
域基本計画の変更
【企画財政課】

2

第２項第５号（金銭徴収）に該当のため実施しない。（今回の改正では、使用の許可
新築後の遠浅公民館の通称を遠浅コ
安平町公民館条例の一部改正
３号該当（権利・義務）
要件に係る改正はなく、使用料のみを定めるもの。）なお、教育委員会及び公民館運
ミュニティセンターとし、整備後の部屋
【教育委員会事務局】
判断日平成28年5月19日
営審議会には、通常の手続きとして意見を求めている。
区分に応じた使用料を設定するもの。

3

安平町税条例の一部改正（28.9
法人等の町民税の法人税割の特例
議会提案分）
措置に係る期間延長に伴う改正
【税務課】

第２項第５号（金銭徴収）に該当のため実施しない。
３号該当（権利・義務）
判断日平成29年7月27日 施行期日：平成29年9月16日（一部29.1.1）

4

安平町国民健康保険税条例の
医療費増嵩による税率見直しに伴う
一部改正（28.12月議会提案分）
改正
【税務課】

第２項第５号（金銭徴収）に該当のため実施しない。
３号該当（権利・義務）
判断日平成28年11月22 なお、通常の手続として国民健康保険運営協議会に諮問し、答申を受けている（平
成28年10月21日）。
日

5

安平町税条例の一部改正
（28.12議会提案分）
【税務課】

地方税法改正による法人住民税の法 ３号該当（権利・義務）
第２項第５号（金銭徴収）に該当のため実施しない。
人税割の税率引き下げ、延滞金の起 判断日平成28年11月25 施行期日：平成29年１月１日（一部29.4.1、30.1.1）
算日の整備等
日

6

安平町指定地域密着型サービスの
事業の人員、設備及び運営に関す
る基準を定める条例の一部改正
【健康福祉課】

介護保険法施行規則等の一部改正による、指
定地域密着型サービスの事業の人員、設備及
び運営に関する基準の一部改正【小規模多機
能型居宅介護の定員上限の変更等】

５号該当（住民生活影響） 第２項第３号（法定規定）に該当のため実施しない。
判断日平成29年2月7日 施行期日：平成29年3月21日

7

安平町指定地域密着型介護予防サービ
スの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係
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の一部改
正
【健康福祉課】

介護保険法施行規則等の一部改正による、指
定地域密着型介護予防サービスの事業の人
員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護
予防サービス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の一部改正【介護
予防小規模多機能型居宅介護の定員上限の
変更等】

５号該当（住民生活影響） 第２項第３号（法定規定）に該当のため実施しない。
判断日平成29年2月7日 施行期日：平成29年3月21日

8

安平町公共施設等総合管理計画の
安平町過疎地域自立促進市町
第２項第１号（軽易なもの）に該当のため実施しない。
位置づけを追記するため、安平町過 １号該当（計画変更）
村計画の変更
疎地域自立促進市町村計画を変更 判断日平成29年3月2１日 ＊計画変更年月日は、平成29年４月5日変更完了
【企画財政課】
するもの。

9

安平町国民健康保険税条例の
一部改正（29.3月専決分）
減額判定基準の見直しに伴う改正
【税務課】

＊代表市である千歳市がパブコ
メを行わないと判断し北海道に
対して見直し案を提出した日

第２項第５号（金銭徴収）に該当のため実施しない。
３号該当（権利・義務）
判断日平成29年3月31日 施行期日：平成29年4月１日

安平町税条例の一部改正（29.3
第２項第５号（金銭徴収）に該当のため実施しない。
地方税法改正による特定配当等、町 ３号該当（権利・義務）
10 専決分）
民税の所得割の課税標準の改正等 判断日平成29年3月31日 施行期日：平成29年4月１日
【税務課】
＊ 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０件

