
資料１　平成２8年度市民参加手続の実施状況

【市民参加手続の手法ごとの実施状況】

件数 参加人数 件数 参加人数 件数 参加人数

２５件 ５８１人 ２８件 ８１９件 ３件 ２３８人

１９件 ３６人 ２７件 ２６人 ８件 △１０人

１件 １７人 ０件 ０人 △１件 △１７人

０件 ０人 １件 １０１人 １件 １０１人

１件 １７８人 ４件 ９５人 ３件 △８３人

４６件 ８１２人 ６０件 １，０４１人 １４件 ２２９人

１件 ７９０人 ０件 ０人 △１件 △７９０人

４７件 １，６０２人 ６０件 １０４１人 １３件 △５６１人

【各課が行った市民参加手続のテーマ及び手法等】

担当課 手続の手法
※( )内は開催数

終了月日 参加人数

審議会
（1回）

H28.9.1 6

審議会
（1回）

H28.10.6 7

審議会
（1回）

H28.9.16 7

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H29.2.23 2

審議会
（1回）

H28.4.18 5

審議会
（2回）

H28.8.31 8

審議会
（1回）

H29.1.18 5

審議会
（1回）

H29.1.18 5

企画課
審議会
（2回）

継続中 16

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H29.1.4 3

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H29.1.4 1

林業水産課 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H29.1.20 1

審議会等名称
※( )内の数字は、資料2の審議会№

表彰審査委員会(2)

手続の手法
平成２７年度 平成２８年度 増減

審議会等

子どもの総合支援に係る調査のための個人
情報の目的外利用について

臨時福祉給付金（経済対策分）支給事務に
伴う市民税課税データの利用について

農地中間管理機構とのオンライン結合によ
る農地台帳の情報の提供

市民参加手続の実施運用状況及び市民参加
制度の改善方策について

総務課

情報政策課

市制施行20周年記念表彰　表彰候補者の選
考について

平成28年度石狩市表彰　表彰候補者の選考
について

行政管理課

市長の給料月額の改定について

行政改革2021の策定について

平成28年度臨時福祉給付金支給事務に伴う
市民税課税状況データの利用及び提供と障
害・遺族年金受給者向け給付金(年金生活者
等支援臨時福祉給付金)支給事務に伴う年金
受給者リストの収集について

情報公開・個人情報保護審査会
(10)

情報公開・個人情報保護審査会
(11)(12)

情報公開・個人情報保護審査会
(13)

情報公開・個人情報保護審査会
(13)

市民参加制度調査審議会
(17)(18)

市民参加手続のテーマ

パブリックコメント

縦覧・意見書提出

ワークショップ・市民会議

小　計

合　計

その他（意見交換会）

その他（アンケート）

渉外調整担当

道の駅設置に係る条例等の整備について

第三セクター設立に係る市の出資について

第2次漁業振興計画の策定について

表彰審査委員会(3)

特別職報酬等審議会(4)

―

―

―

―

この資料は、「市民参加手続のテーマ」ごとに、どのような手法を使って市民参加手続を行ったかをまとめたものです。終了月

日は、審議会であれば答申日（審議会開催日と必ずしも一致しません）、パブリックコメントであれば意見を募集した期限日など、

市民参加手続を終えた月日を記載しています。また、参加人数のうち審議会等については、諮問案件を審議した回、又は市民参加手

続の対象となる議案を審議した回に出席した委員の数の合計です。
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担当課 手続の手法
※( )内は開催数

終了月日 参加人数

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H29.1.20 0

審議会
（5回）

H29.3.17 63

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H29.1.20 0

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H29.1.20 0

審議会
（4回）

継続中 27

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H28.7.31 0

審議会
（2回）

H28.8.2 16

審議会
（1回）

H28.10.19 10

審議会
（1回）

H29.1.19 9

税務課 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H28.7.31 0

審議会
（1回）

H28.6.3 11

審議会
（4回）

H28.7.12 33

審議会
（4回）

H28.8.26 39

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H29.2.5 2

広聴・市民生活課 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H28.9.30 0

市民課 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H28.8.31 2

審議会
（1回）

H28.7.13 7

審議会
（1回）

H29.2.24 7

障がい支援課
審議会
（6回）

H28.11.30 63

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H28.8.22 0

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H29.1.4 0

審議会
（1回）

継続中 14

審議会
（85回）

随時 334

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の
策定について

要支援・要介護の審査・判定について

（仮称）八の沢風力発電事業に係る環境影
響評価準備書について

（仮称）石狩湾新港洋上風力発電事業に係
る環境影響評価準備書について

環境政策課

各種証明書のコンビニ交付の開始に伴う
「石狩市印鑑登録及び証明に関する条例」
の改正について

保育料の改定、保育料の減免及び幼稚園就
園奨励費の終了について

高齢者支援課

保育料の改定及び聚富保育園の募集終了に
ついて

手話に関する基本条例の見直しについて

総合保健福祉センター条例改正（案）につ
いて

介護予防・日常生活支援総合事業の実施内
容について

消費生活センター条例の制定について

第3期石狩市役所の事務・事業に関する実行
計画の策定について

地場企業等活性化計画の策定について

使用料及び手数料等の改定について

使用料、手数料等の改定について

いしかり市民カードの再交付手数料の廃止
について（書面開催）

あいろーどパークにおける施設使用料の設
定について

石狩市税条例の改正（わがまち特例の割合
の設定等）について

公害防止条例施行規則の改正について

商工労働観光課

財政課

市民参加手続のテーマ

第4期農業振興計画の策定について

第4期農業振興計画の策定について

第4次地場企業等活性化計画の策定について

第2次観光振興計画の策定について

農業振興計画策定委員会
(19)(20)(21)(22)(23)

―

―

地場企業等活性化審議会
(24)(25)(26)(27)

―

審議会等名称
※( )内の数字は、資料2の審議会№

―

環境審議会(32)(33)(36)(37)

環境審議会(32)(33)(34)(38)

―

―

―

使用料、手数料等審査会
(28)(29)

使用料、手数料等審査会(30)

使用料、手数料等審査会(31)

―

環境審議会(32)

介護保険事業計画等作成委員会
(59)

介護認定審査会(58)

社会福祉審議会(47)

社会福祉審議会(48)

手話に関する基本条例見直し
検討会
(52)(53)(54)(55)(56)(57)

―

―

農政課

福祉総務課
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担当課 手続の手法
※( )内は開催数

終了月日 参加人数

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H28.6.30 1

意見交換会
（2回）

H28.9.15 4

意見交換会
（2回）

H29.2.15 11

意見交換会
（2回）

H28.11.8 61

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H29.2.5 5

意見交換会
（2回）

H28.5.20 19

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H28.5.31 5

国民健康保健課
審議会
（1回）

H28.9.9 10

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H28.8.17 1

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
（6回）

H29.2.25 101

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H28.10.24 0

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H29.3.20 0

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H28.9.30 0

審議会
（3回）

H28.11.24 29

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H28.6.12 0

審議会
（3回）

H28.6.28 30

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H29.2.5 0

審議会
（2回）

H29.2.22 22

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H29.2.28 0

総務企画課 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H29.3.31 1

審議会
（1回）

H28.7.19 8

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H28.9.30 0

審議会
（2回）

H28.10.20 14

審議会
（2回）

H28.10.20 14

農業委員会事務局 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H28.9.30 2

保健推進課

聚富保育園の募集終了に関する地域説明会

聚富保育園に関する地域懇談会

厚田スポーツセンター廃止の検討について

国民健康保険税の課税限度額の改定につい
て

花川南水道公園の廃止について

（仮称）あいぽーと前公園の整備の利活用
について

スポーツ健康課

都市整備課

保育料の改定、保育料の減免及び幼稚園就
園奨励費の終了について

食育推進計画策定に係る意見交換会

市民参加手続のテーマ

食育推進計画の策定について

耐震改修促進計画の見直しについて

空家等対策計画等の策定について

建設指導課

厚田スポーツセンター廃止の検討について

文化財課

「古潭龍澤寺の鰐口」の市指定文化財指定
について

農業委員会等に関する法律の一部改正によ
る石狩市農業委員会の委員定数等について

特定環境保全公共下水道事業経営戦略の策
定について

特定環境保全公共下水道事業経営戦略の策
定について

これからの厚田区にふさわしい資料館のあ
り方について

水道営業課

下水道課

学校教育課

水道事業経営戦略の策定について

水道事業経営戦略の策定について

公共下水道事業、特定環境保全公共下水道
事業及び個別排水処理施設整備事業の使用
料について

公共下水道事業、特定環境保全公共下水道
事業及び個別排水処理施設整備事業の使用
料について

公共下水道事業計画の変更について

厚田小学校プールの整備について

平成28年度奨学生の選考について

奨学金支給条例の改正について

―

―

審議会等名称
※( )内の数字は、資料2の審議会№

―

―

―

文化財保護審議会(110)(111)

文化財保護審議会(110)(111)

―

―

下水道事業運営委員会(80)(81)

―

―

奨学審議委員会(106)

―

―

水道事業運営委員会
(73)(74)(75)

―

下水道事業運営委員会
(76)(77)(78)

―

国民健康保険運営協議会(67)

―

―

―

―

こども家庭課

―
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