
１　政策形成手続等（審議会等・市民会議・公聴会・意見交換会等）実施状況（平成29年度）

№
政策形成手続等を実施した
対象案件の名称
（担当課）

実施区分 政策形成手続等の種類

①　政策形成手続等の周知方法
②　会議等の傍聴体制の整備
③　会議録等の作成方法
④　会議録等の公表方法

1

苫小牧市男女平等参画基本
計画（第3次）（素案）につ
いて
（協働・男女平等参画室）

市民参加条例
（第５条第１号）

審議会等
（苫小牧市男女平等参画審議会）
・平成27年10月 6日開催（傍聴者0人）
・平成28年 6月 7日開催（傍聴者0人）
・平成29年 2月14日開催（傍聴者0人）
・平成29年 6月28日開催（傍聴者0人）
・平成29年11月27日開催（傍聴者0人）
・平成30年 2月 9日開催（傍聴者0人）

①・ホームページによる周知
　・広報メモによる報道機関への周知
②　常時整えている。
③　会議等における主要発言、発言要旨、会議概要等を記録する方法
④　ホームページによる公表

2

第五次苫小牧市生涯学習推
進基本計画(案)について
（生涯学習課）

市民参加条例
（第５条第１号）

審議会等
（苫小牧市社会教育委員会議）
・平成29年 3月28日開催（傍聴者0人）
・平成29年 5月30日開催（傍聴者0人）
・平成29年 6月28日開催（傍聴者0人）
・平成29年 8月 2日開催（傍聴者0人）
・平成29年 9月14日開催（傍聴者0人）
・平成29年11月21日開催（傍聴者0人）

①・ホームページによる周知
　・広報メモによる報道機関への周知
②　常時整えている。
③　会議等における主要発言、発言要旨、会議概要等を記録する方法
④　ホームページによる公表

3

東胆振定住自立圏共生ビ
ジョン（変更案）について
（政策推進課）

市民参加条例
（第５条第１号）

審議会等
（定住自立圏共生ビジョン懇談会）
・平成29年 3月31日開催（傍聴者0人）
・平成29年 8月22日開催（傍聴者0人）

①・ホームページによる周知
　・広報メモによる報道機関への周知
②　常時整えている。
③　会議等における主要発言、発言要旨、会議概要等を記録する方法
④　ホームページによる公表

4

苫小牧市食育推進計画
（案）について
（健康支援課）

市民参加条例
（第５条第１号）

審議会等
（苫小牧市食育推進協議会）
・平成29年 5月24日開催（傍聴者0人）
・平成29年 8月 8日開催（傍聴者0人）

①・ホームページによる周知
　・担当課、公共施設等における周知
  ・市役所だよりによる新聞記事掲載
　・広報メモによる報道機関への周知
②　必要に応じて整えている。
③　会議等における主要発言、発言要旨、会議概要等を記録する方法
④　ホームページによる公表
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№
政策形成手続等を実施した
対象案件の名称
（担当課）

実施区分 政策形成手続等の種類

①　政策形成手続等の周知方法
②　会議等の傍聴体制の整備
③　会議録等の作成方法
④　会議録等の公表方法

5

(仮称)苫小牧市民ホール建
設基本計画(案)について
（市民ホール建設準備室）

市民参加条例
（第５条第４号）

審議会等
（（仮称）苫小牧市民ホール建設検討委員会）
・平成29年 6月26日開催（傍聴者7人）
・平成29年 7月24日開催（傍聴者2人）
・平成29年11月 6日開催（傍聴者4人）
・平成29年11月28日開催（傍聴者7人）
・平成30年 2月27日開催（傍聴者9人）

意見交換会、説明会
（新しい市民ホールで何をしよう？-みんなで
考える未来の憩いの広場-）
・平成29年 6月 3日（参加者600人）
（市民ワークショップ「苫小牧の“サードプレ
イス”ってどんなところ？-みんなで考える未
来の憩いの広場vol.2-）
・平成29年10月21日（参加者23人）

①・ホームページによる周知
　・広報とまこまいによる周知
  ・市役所だよりによる新聞記事掲載
　・広報メモによる報道機関への周知
　・その他（フェイスブックによる周知）
②　常時整えている。
③　会議等における主要発言、発言要旨、会議概要等を記録する方法
④・ホームページによる公表
　・担当課、公共施設等における資料の設置及び閲覧による公表

6

苫小牧市中小企業振興計画
(案)について
（商業振興課）

市民参加条例
（第５条第１号）

審議会等
（苫小牧市中小企業振興審議会）
・平成29年 6月29日開催（傍聴者0人）
・平成29年 8月23日開催（傍聴者0人）
・平成29年10月18日開催（傍聴者0人）
・平成29年11月15日開催（傍聴者0人）
・平成30年 3月23日開催（傍聴者0人）

意見交換会、説明会
（苫小牧市中小企業振興計画の策定に係る市民
説明会）
・平成30年 1月10日（参加者4人）
・平成30年 1月11日（参加者0人）
・平成30年 1月17日（参加者2人）

①・ホームページによる周知
　・広報とまこまいによる周知
  ・広報メモによる報道機関への周知
　・担当課が実施する事業における周知
　・その他（商工会議所、中小企業家同好会へ個別に周知）
②　常時整えている。
③　会議等における発言を全文記録することを基本とし、場合により
　要点をまとめる方法
④　ホームページによる公表
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№
政策形成手続等を実施した
対象案件の名称
（担当課）

実施区分 政策形成手続等の種類

①　政策形成手続等の周知方法
②　会議等の傍聴体制の整備
③　会議録等の作成方法
④　会議録等の公表方法

7

苫小牧市健康増進計画「健
やか とまこまい step２」
（素案）について
（健康支援課）

市民参加条例
（第５条第１号）

審議会等
（苫小牧市健康づくり推進協議会）
・平成29年 7月 5日開催（傍聴者0人）
・平成29年 8月28日開催（傍聴者0人）
・平成29年10月25日開催（傍聴者0人）
・平成29年11月28日開催（傍聴者0人）
・平成30年 2月 8日開催（傍聴者0人）

①・ホームページによる周知
　・担当課、公共施設等における周知
  ・市役所だよりによる新聞記事掲載
　・広報メモによる報道機関への周知
②　必要に応じて整えている。
③　会議等における主要発言、発言要旨、会議概要等を記録する方法
④　ホームページによる公表

8

苫小牧市行政改革プラン－
ＮＥＸＴ ＳＴＡＧＥ－改訂
案について
（行政監理室）

市民参加条例
（第５条第１号）

審議会等
（苫小牧市行政改革推進審議会）
・平成29年 7月19日開催（傍聴者2人）
・平成29年 8月24日開催（傍聴者2人）
・平成29年 9月25日開催（傍聴者2人）
・平成29年12月27日開催（傍聴者2人）

①・ホームページによる周知
　・広報メモによる報道機関への周知
②　常時整えている。
③　会議等における発言を全文記録することを基本とし、場合により
　要点をまとめる方法
④　ホームページによる公表

9

苫小牧東小学校及び苫小牧
東中学校改築計画（案）に
ついて
（施設課）

市民参加条例
（第５条第４号）

意見交換会、説明会
（苫小牧東小学校及び苫小牧東中学校改築計画
（案）保護者等住民説明会）
・平成29年 8月 9日開催（参加者8人）

①・ホームページによる周知
  ・市役所だよりによる新聞記事掲載
　・広報メモによる報道機関への周知
②　常時整えている。
③　会議等における主要発言、発言要旨、会議概要等を記録する方法
④　会議等が非公開ではないため、求めに応じた公表

10

苫小牧市総合計画(基本構
想)（素案）について
（政策推進課）

市民参加条例
（第５条第１号）

審議会等
（苫小牧市基本構想審議会）
・平成29年 8月24日開催（傍聴者0人）
・平成29年10月13日開催（傍聴者0人）

①・ホームページによる周知
　・広報メモによる報道機関への周知
②　常時整えている。
③　会議等における主要発言、発言要旨、会議概要等を記録する方法
④　ホームページによる公表

11

苫小牧市新水道ビジョン
(案)について
（水道整備課）

市民参加条例
（第５条第１号）

審議会等
（苫小牧市公営企業調査審議会）
・平成29年 8月29日開催（傍聴者1人）
・平成29年10月20日開催（傍聴者0人）

①・ホームページによる周知
　・市役所だよりによる新聞記事掲載
　・広報メモによる報道機関への周知
②　常時整えている。
③　会議等における発言を全文記録することを基本とし、場合により
　要点をまとめる方法
④　ホームページによる公表
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№
政策形成手続等を実施した
対象案件の名称
（担当課）

実施区分 政策形成手続等の種類

①　政策形成手続等の周知方法
②　会議等の傍聴体制の整備
③　会議録等の作成方法
④　会議録等の公表方法

12

苫小牧市国民健康保険課税
限度額の改正（案）につい
て
（国保課）

市民参加条例
（第５条第３号）

審議会等
（苫小牧市国民健康保険運営協議会）
・平成29年 8月31日開催（傍聴者0人）

①・ホームページによる周知
　・広報メモによる報道機関への周知
②　必要に応じて整えている。
③　会議等における発言を全文記録することを基本とし、場合により
　要点をまとめる方法
④　ホームページによる公表

13

（仮称）沼ノ端鉄北地区複
合施設の使用料等（関係条
例案及び施行規則案）につ
いて
（青少年課）

市民参加条例
（第５条第２号
ウ）
（第５条第３号）

意見交換会、説明会
（（仮称）沼ノ端鉄北地区複合施設整備に関す
る住民説明会）
・平成29年10月24日開催（参加者9人）

①・ホームページによる周知
　・広報メモによる報道機関への周知
　・その他（沼ノ端地区12,551枚戸別配布）
②　必要に応じて整えている。
③　会議等における発言を全文記録することを基本とし、場合により
　要点をまとめる方法
④　会議等が非公開ではないため、求めに応じた公表

14

苫小牧市総合計画(第６次基
本計画)（素案）について
（政策推進課）

市民参加条例
（第５条第１号）

審議会等
（苫小牧市基本構想審議会）
・平成29年11月28日開催（傍聴者0人）

①・ホームページによる周知
　・広報メモによる報道機関への周知
②　常時整えている。
③　会議等における主要発言、発言要旨、会議概要等を記録する方法
④　ホームページによる公表

15

「苫小牧市老人医療費助成
条例」・「苫小牧市老人医
療費助成条例施行規則」の
廃止（案）について
（総合福祉課）

任意
（市民参加手続に
準じた措置）

審議会等
（苫小牧市地域福祉計画推進委員会）
・平成29年12月20日開催（傍聴者0人）

①　広報メモによる報道機関への周知
②　必要に応じて整えている。
③　会議等における発言を全文記録することを基本とし、場合により
　要点をまとめる方法
④　会議等が非公開ではないため、求めに応じた公表

16

苫小牧市高齢者保健福祉計
画・第７期介護保険事業計
画（素案）について
（介護福祉課）

市民参加条例
（第５条第１号）

審議会等
（苫小牧市介護保険事業等運営委員会）
・平成29年12月25日開催（傍聴者2人）

①・ホームページによる周知
　・広報メモによる報道機関への周知
②　常時整えている。
③　会議等における発言を全文記録することを基本とし、場合により
　要点をまとめる方法
④　ホームページによる公表
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№
政策形成手続等を実施した
対象案件の名称
（担当課）

実施区分 政策形成手続等の種類

①　政策形成手続等の周知方法
②　会議等の傍聴体制の整備
③　会議録等の作成方法
④　会議録等の公表方法

17

苫小牧市消費者教育推進計
画(案)について
（安全安心生活課）

市民参加条例
（第５条第１号）

審議会等
（苫小牧市消費生活審議会）
・平成30年 1月12日開催（傍聴者0人）

①・ホームページによる周知
　・広報メモによる報道機関への周知
②　常時整えている。
③　会議等における主要発言、発言要旨、会議概要等を記録する方法
④　会議等が非公開ではないため、求めに応じた公表

18

苫小牧市営住宅整備計画
（案）について
（住宅課）

市民参加条例
（第５条第４号）

意見交換会、説明会
（苫小牧市営住宅整備計画（案）住民説明会）
・平成30年 1月12日（参加者 48人）
・平成30年 1月15日（参加者279人）
・平成30年 1月16日（参加者 68人）

①・ホームページによる周知
　・広報とまこまいによる周知
  ・担当課、公共施設等における周知
  ・市役所だよりによる新聞記事掲載
　・広報メモによる報道機関への周知
②　常時整えている。
③　会議等における主要発言、発言要旨、会議概要等を記録する方法
④　会議等が非公開ではないため、求めに応じた公表

19

苫小牧市第５期障がい福祉
計画（素案）について
（障がい福祉課）

市民参加条例
（第５条第１号）

審議会等
（苫小牧市地域自立支援協議会）
・平成30年 1月12日開催（傍聴者0人）

その他
・市民意見を求めた方法（当事者アンケート）
  平成29年11月17日～12月 6日（527人）
　※回収率49.7％

①　広報メモによる報道機関への周知
②　常時整えている。
③　会議等における主要発言、発言要旨、会議概要等を記録する方法
④　会議等が非公開ではないため、求めに応じた公表

20

消防署日新出張所庁舎建替
事業（案）について
（消防本部総務課）

市民参加条例
（第５条第４号）

意見交換会、説明会
（消防署日新出張所庁舎建替事業（案）につい
ての説明会）
・平成30年 1月17日（参加者23人）
・平成30年 1月19日（参加者14人）

①・ホームページによる周知
　・広報とまこまいによる周知
  ・担当課、公共施設等における周知
  ・市役所だよりによる新聞記事掲載
　・広報メモによる報道機関への周知
  ・その他（日新出張所周辺町内会へ個別に周知）
②　常時整えている。
③　会議等における主要発言、発言要旨、会議概要等を記録する方法
④　ホームページによる公表
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№
政策形成手続等を実施した
対象案件の名称
（担当課）

実施区分 政策形成手続等の種類

①　政策形成手続等の周知方法
②　会議等の傍聴体制の整備
③　会議録等の作成方法
④　会議録等の公表方法

21

苫小牧市第３次環境基本計
画(案)について
（環境保全課）

市民参加条例
（第５条第１号）

審議会等
（苫小牧市環境審議会）
・平成30年 1月17日開催（傍聴者2人）

①・ホームページによる周知
　・広報メモによる報道機関への周知
②　常時整えている。
③　会議等における発言を全文記録することを基本とし、場合により
　要点をまとめる方法
④　ホームページによる公表

22

苫小牧市国民健康保険第２
期データヘルス計画及び第
３期特定健康診査等実施計
画（案）について
（国保課）

市民参加条例
（第５条第1号）

審議会等
（苫小牧市国民健康保険運営協議会）
・平成30年 2月 5日開催（傍聴者0人）

①・ホームページによる周知
　・広報メモによる報道機関への周知
②　必要に応じて整えている。
③　会議等における発言を全文記録することを基本とし、場合により
　要点をまとめる方法
④　ホームページによる公表
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