
 

 

 

 

平成３０年度第１回 

別海町自治推進委員会議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成３０年１０月２９日（月） 

午後１時３０分から３時３０分 

場 所：役場庁舎１階１０３・１０４号会議室 

 

 



<会議次第> 

 

１ 開  会   

 

２ 昨年度のふりかえり（報告） 

 

３ 議  事 

 

  議題１ 平成２９年度別海町自治基本条例運用状況報告書について 

 

  議題２ 次回以降の開催内容についての協議 

 

 

４ 閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１号 平成２９年度別海町自治基本条例運用状況報告書について 

  

資料２ 別海町自治推進委員会開催状況報告書（平成２９年度分） 

 

 

議案第２号 次回以降の開催内容についての協議 

  

 資料３ 次回以降の開催についての協議資料（過去の意見書について） 

 



平成２９年度別海町自治推進委員会開催状況

■平成２９年度　第１回別海町自治推進委員会

＜日時・会場＞

・平成２９年１１月２０日（月）　午後１時３０分から

・別海町役場２階　２０１会議室　

＜内容＞

・辞令交付

・委員長、副委員長選出

・別海町自治推進委員会のスケジュール等について

■平成２９年度　第２回別海町自治推進委員会

＜日時・会場＞

・平成３０年２月２２日（木）　午前１０時００分から

・別海町役場２階　２０１会議室　

＜内容＞

・前回のふりかえり（報告）

・自治基本条例に基づく町民参加の状況について

資料 １ 



別海町自治基本条例運用状況報告書
（平成２９年度分）

<　目次　>

１　審議会等委員の公募状況 ・・・　　　１

２　意見交換会の実施状況 ・・・　　　２

３　アンケート調査の実施状況 ・・・　　　３

４　パブリックコメントの実施状況 ・・・　　　４

５　町政ご意見箱・ホームページからの意見等の状況 ・・・　　　５

６　その他

　（1）審議会等の状況 ・・・　　　６

　　　1）条例及び規則により設置しているもの

　　　2）要綱等により設置しているもの

　（2）別海町協働基本指針に基づく改善点一覧 ・・・　　　９

　（3）町民参加機会の実施概況（平成24～29年度） ・・・　　１０
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１　審議会等委員の公募状況（平成２９年度） (平成30年3月31日現在）

審議会等名称 審議事項等 開催回数 報酬 任期 応募資格 公募人数 委員定数 公募期間 周知方法 応募方法等 応募
人数 公募委員
数 担当部局

1
別海町中小企業
振興検討会議

中小企業振興
指針に基づき、
中小企業振興
施策の協議や
検討を行ない、
別海町中小企
業振興審議会
に対して報告

年3回程
度

無報酬
委嘱の日
から2年間

満２０歳以上（平成２９
年４月２日現在）の別
海町在住者で年３回
程度の会議に参加可
能な者

若干名 規定なし
平成２９年４月３日（月）
～４月２８日（金）

広報、ＨＰ

既定の応
募用紙に
より担当
へ申し出
る

0 1
産業振興
部商工観
光課

2
第７次別海町総合
計画策定町民検
討委員会

別海町の総合
計画の策定に
関し、町民の意
見を本計画に
反映させること
を目的する。

年5回程
度
※会議の
時間帯は
10時から
20時まで
の2時間
程度を予
定

なし
委嘱の日
から1年間

別海町在住の平成３０
年１月１日現在で満２
０歳以上の方

公募
10名
（推薦10
名）

20名以
内

自：平成30年　2月　1日
至：平成30年　2月28日

ＨＰ、広報
担当への
申出

6

6名
（推薦
10名
計16
名）

総務部
総合政策
課

1



２　意見交換会の実施状況（平成２９年度） (平成30年3月31日現在）

●（意見交換会名称：　中央公民館フォーラム）

（主催）　別海町中央公民館

（対象）　中央公民館利用サークル会員、別海町公民館運営審議会委員及び関係者

【実施状況】 その他（メール・手紙・FAX）

日時・時間 場所 周知方法 参加人数 うち女性人数

平成29年7月11日（火） 中央公民館　大集会室
公民館利用団体の代表者及び公民館運営審
議会の委員へ案内文書送付

21人 8人

●（意見交換会名称：　中央公民館フォーラム）

（内容）　中央公民館利用サークル及び関係者を一同に会し、（仮称）学習センター建設に向けての実施設計を目前にしての進捗状況を説明し、利用者理解と意見を求めると共に、今後の文化事業の更なる発展と飛躍を目指す。

（主催）　別海町中央公民館

（対象）　中央公民館利用サークル会員、別海町公民館運営審議会委員及び関係者

【実施状況】

日時・時間 場所 周知方法 参加人数 うち女性人数

平成30年3月5日（月）　10:00～12：00 中央公民館　大集会室
公民館利用団体の代表者及び公民館運営審
議会の委員へ案内文書送付 30人 10人

平成30年3月5日（月）　19:00～21：00 中央公民館　大集会室
公民館利用団体の代表者及び公民館運営審
議会の委員へ案内文書送付 21人 6人

（内容）　中央公民館利用サークル及び関係者を一同に会し、新施設の進捗状況を説明。今年度の実施計画に向けての要望を取りまとめると共に、町民の文化の更なる発展と飛躍を目指す。
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３　アンケート調査の実施状況（平成２９年度） (平成30年3月31日現在）

№ 名称 趣旨 実施期間 対象 実施方法 配布数 回収率 担当部局

1
第７次別海町総合計画策定に係
る別海町まちづくりアンケート調
査（一般町民用）

第７次別海町総合計画策定のため
平成29年12月13日から
平成29年12月29日まで

町内に居住する18歳以上の男女
2,000人（無作為抽出）

対象者へ郵送 2,000 38% 総合政策課

2
第７次別海町総合計画策定に係
る別海町まちづくりアンケート調
査（各種団体用）

第７次別海町総合計画策定のため
平成29年12月13日から
平成29年12月29日まで

町内の産業・経済関係団体、町内
会、青年・女性関係団体、福祉関
係団体、教育・文化・スポーツ関係
団体、まちづくり関係団体

対象者へ郵送 90 42% 総合政策課

3
ご当地ナンバー導入に係る住民
アンケート調査

知床・地方版図柄入りナンバー導入の
地域住民賛成割合の確認のため

平成29年12月13日から
平成29年12月29日まで

町内に居住する18歳以上の男女
2,000人（無作為抽出）

対象者へ郵送 2,000 38% 総合政策課

4
介護予防・日常生活圏域ニーズ
調査

別海町高齢者保健福祉計画及び第７期
介護保険事業計画策定に係る住民への
ニーズ調査

平成２９年６月１５日から
平成２９年７月３日まで

町内在住の６５歳以上の一般高齢
者（要支援認定者含む・無作為抽
出）

対象者へ郵送 500 56.2% 介護支援課

5 在宅介護実態調査
別海町高齢者保健福祉計画及び第７期
介護保険事業計画策定に係る住民への
ニーズ調査

平成２９年６月１５日から
平成２９年７月３日まで

町内在住の要支援・要介護認定者
（無作為抽出）

対象者へ郵送 500 56.0% 介護支援課

6
別海町食育・地産地消に関する
アンケート

児童・生徒を中心として、町民の食に関
する現状を把握するために実施。

平成29年10月4日～10月27日
別海町内の小学校3年生、6年生、
中学2年生とそれぞれの保護者、
一般町民

児童・保護者は学校
へ郵送、一般町民は
HP

1,104 90% 農政課

7
第７次別海町総合計画の策定に
係るアンケート

第７次別海町総合計画の策定に向け、
既存事業の評価を行うとともに、今後の
農業政策について検討するための基礎
資料とする。

平成29年9月22日～12月29日 農業経営者、農業関係団体
農業関係団体へ郵
送、団体を介し農業経
営者へ周知

719 70% 農政課
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４　パブリックコメントの実施状況（平成２９年度） (平成30年3月31日現在）

No 案件名 募集期間 周知方法 意見数 担当部局

1 矢臼別演習場周辺まちづくり構想（実施計画原案）に関するパブリックコメント
自：平成30年2月13日
至：平成30年3月14日

HP,広報 21 総合政策課

2 別海町第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画 自：平成30年1月30日
至：平成30年2月28日

HP、広報 0 福祉課

3
別海町高齢者保健福祉計画及び第７期介護保険事業計画策定（素案）に関する
パブリックコメント

自：平成30年1月30日
至：平成30年2月28日

HP、広報 0 介護支援課

4 別海町食育・地産地消推進計画（案）に係るパブリックコメント 自：平成29年12月29日
至：平成30年1月29日

HP、支所連
絡事務所等 6 農政課

5 別海町鳥獣被害防止計画（案）に関するパブリックコメント 自：平成30年2月14日
至：平成30年3月15日

HP、広報 0 水産みどり課

6 別海町住生活基本計画策定に係るパブリックコメント
自：平成30年1月18日
至：平成30年2月16日

HP、広報 1 建築住宅課

7 別海町耐震改修促進計画に係るパブリックコメント
自：平成30年2月5日
至：平成30年3月5日

HP、広報 0 建築住宅課

8 別海町子ども読書活動推進計画に関するパブリックコメント 自:平成30年2月24日
至:平成30年3月25日

HP・広報 0 生涯学習課
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５　町政ご意見箱・ホームページからの意見等の状況 (平成30年3月31日現在）

平成29年度

手段 件数 うち依頼・問合せ うち意見・要望
うちその他

（営業・情報提供など）

ホームページからの意見 84 39 31 14

町政ご意見箱への投書 32 0 32 0

その他（メール・手紙・FAX） 0 0 0 0
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１）条例及び規則により設置しているもの （平成30年3月31日現在）

№ 担当課名 審議会等名称 設置の根拠
委員
定数

委員数

1 総務課 別海町情報公開審査会 条例 5名 5名

2 総務課 別海町個人情報保護審査会 条例 5名 5名

3 総務課 別海町表彰審議委員会 条例 8名 8名

4 総務課 別海町公の施設に係る指定管理者選定委員会 規則 １０名以内 9名

5 総合政策課 別海町企業振興促進委員会 条例 10名以内 8名

6 総合政策課 別海町自治推進委員会 条例 15名以内 12名

7 福祉課 別海町障がい福祉計画策定委員会 規則 12名以内 12名

8 福祉課 上杉貞賞表彰審査会 規則 5名 0名

9 福祉課 別海町障がい者自立支援協議会 規則 15名以内 14名

10 福祉課 別海町障害支援区分判定等審査会 条例 5人 5名

11 福祉課 別海町民生委員推薦会 規則 7人 7名

12 福祉課 別海町保育園運営委員会 条例
保育園が設置され
ている地域各1名 8名

13 福祉課 別海町立児童館運営委員会 条例 15名以内 11名

14 福祉課 子ども・子育て会議 条例 12人以内 12名

15 介護支援課 別海町介護保険事業計画等策定委員会及び別海町地域包括支援センター運営協議会 条例 10名以内 10名

16 町民課 国民健康保険運営協議会 条例 9名 9名

17 町民課 別海町公害対策審議会 条例 10名以内 8名

18 農政課 別海町酪農振興対策協議会 条例 20名以内 6名

19 農政課 別海町中山間地域等直接支払制度基準検討会 規則 規定なし 12名

６　その他
　（1）審議会等の状況（町の条例、規則、要綱等で設置しているもの）
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６　その他
　（1）審議会等の状況（町の条例、規則、要綱等で設置しているもの）

20 商工観光課 別海町中小企業振興審議会 条例 15名以内 11名

21 学務課 別海町教育振興審議会 条例 10名以内 10名

22 学務課 別海町コミュニティスク－ル推進委員会 要綱 20名以内
11名、18名、
15名他

23 学務課 別海町教育支援委員会設置条例 条例 25名以内 23名

24 生涯学習課 別海町文化財保護審議会 条例 7名以内 7名

25 生涯学習課 別海町史跡旧奥行臼駅逓所整備検討委員会 規則 8名以内 8名

26 生涯学習課 西別湿原ヤチカンバ群落地保護対策検討委員会 規則 7名以内 6名

27 生涯学習課 別海町生涯教育研究所 条例
所長、副所長
及び所員若干名 17名

28 学校給食センター 学校給食センター運営協議会 規則 10名 10名

29 図書館 別海町図書館協議会 条例 ７名以内 ５名

30 中央公民館 公民館運営審議会 条例 15名 15名

31 中央公民館 分館活動推進委員会（7名以内の分館が4分館設置） 条例 28名以内 27名

7



６　その他
　（1）審議会等の状況（町の条例、規則、要綱等で設置しているもの）

２）要綱等により設置しているもの （平成29年3月31日現在）

№ 担当課名 審議会等名称 設置の根拠
委員
定数

委員数

1 総合政策課 別海町まち・ひと・しごと創生総合戦略検討推進委員会 要綱 20名以内 16名

2 総合政策課 別海町協働のまちづくり（公募型）補助金評価委員会 要領 15名以内 11名

3 総合政策課 矢臼別演習場周辺まちづくり構想住民懇話会 要綱 15名以内 15名

4 町民課 廃棄物処理施設相互監視委員会 規約 27名以内 23名

5 介護支援課 別海町福祉有償運送運営協議会 要綱等 10名以内 10名

6 商工観光課 別海町中小企業振興検討会議 要綱等 規定なし 15

7 建築住宅課 別海町住生活基本計画策定委員会 要綱 18 18

8 学務課 別海町学校評議委員 要綱
各学校5名
以内

81名

※要綱等・・・要綱、要領、規約など
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№
柱
番号

細
番号

改善項目 №
柱
番号

細
番号

改善項目

1 1 2 広報閲覧形態の改善 11 3 2 団体・サークルの育成

2 1 2 広報紙掲載内容の改善 12 3 3 職員の意識向上

3 1 3 ホームページの改善 13 4 1 自治推進委員会の設置

4 1 4 情報発信拠点の整備 14 4 2 庁内協働推進委員の設置

5 1 5 情報発信方法の見直し 15 4 3 社会貢献事業の確立

6 2 1 町民への情報提供の充実 16 4 3 中間支援センターの設立

7 2 2 町民参加機会の周知 17 5 1 協働に関する既存補助金

8 2 3 公募委員の増加 18 5 2 協働に関する新規補助金

9 2 4 直接的町民参加機会の増加 19 5 3 協働の取り組みの周知

10 3 1 研修機会の増加

６.　その他
　（2）別海町協働基本指針に基づく改善点一覧
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６.　その他

　（3）町民参加機会の実施概況（平成25～29年度）

１　審議会等委員の公募状況 ４　パブリックコメントの実施状況

年度 実施件数（件） 公募人数（人） 公募委員数（人） 年度 実施件数（件） 提出人数（人） 意見数（件）

平成25年度 3 6 4 平成25年度 9 11 39

平成26年度 1 4 4 平成26年度 7 0 0

平成27年度 0 0 0 平成27年度 4 1団体、3名 20

平成28年度 1 2 1 平成28年度 4 2団体、14名 52

平成29年度 2 10 7 平成29年度 8 7 28

２　意見交換会の実施状況 ５　町政ご意見箱・ホームページからの意見等の状況

年度 実施（延べ）件数（回） 参加者数（人） 平均参加者数（人） 年度 件数（件）
うち依頼・問合せ

（件）
うち意見・要望

（件）
うちその他

（営業・情報提供など）（件）

平成25年度 18 387 21.5 平成25年度 98 56 31 11

平成26年度 4 93 23.3 平成26年度 116 60 31 25

平成27年度 6 50 8.3 平成27年度 81 37 29 15

平成28年度 10 227 22.7 平成28年度 91 44 28 19

平成29年度 3 72 24.0 平成29年度 116 39 63 14

３　アンケート調査の実施状況

年度 実施件数（件） 対象別件数（件）

平成25年度 2 2

平成26年度 2 2

平成27年度 3 4

平成28年度 2 2

平成29年度 7 7
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                                資料３ 

「次回以降の開催内容についての協議」に係る検討事項 

 

過去の意見書について 

 

○平成２５年度 

 

１ 情報提供に関する事項 

ホームページの掲載内容については、適宜、情報の更新を行い最新の情報を

維持するよう努めるとともに、各課によって掲載内容にバラツキがあるため、

統一的な基準を設けるなど工夫をし、掲載内容の充実を図られたい。 

 

→平成30年度にマニュアルを作成しています。 

 

 

２ 町民参加に関する事項 

（1） まちづくり懇談会等の「町長と話しませんか」「ミルクミーティング」

については、近年、利用が少ないことから、より柔軟に対応できるような制度

の見直しを進められたい。 

 

→広報やホームページで周知しているところですが、より多くの方に参加し

ていただけるよう開催方法、周知方法を検討しています。 

 

 

（2） パブリックコメントについて、意見がなかなか出されない状況にある

ので、ホームページや広報などによる周知と併せて、町民の目に触れやすい施

設、若しくは対象となる施設に、意見公募をしていることを分かりやすく掲示

するなどの対応をされたい。 

 

→地域会館等、設置施設を増やしているところですが、より多くの方に見て

いただけるよう設置場所及び周知方法について検討しています。 

 

 

（3） 審議会等の議事内容について、どのような提言や意見が出されたか公

開することにより、間接的な効果として町民参加の実績となることから、でき

る限りの公開に努められたい。 

 

 →ホームページ等で公開している審議会はありますが、個人情報の関係もあ

り、議事内容まで公開している審議会は少ない状況です。 

 

 

 



３ 行政評価制度 

自治基本条例の中で謳われている、行政評価制度（行政で取り組まれた事業

等に対し、町民にきちんと公表した上で意見をいただくシステム）の構築を実

現されたい。 

 

→まちづくり懇談会やパブリックコメント等も制度の一つではありますが、

意見や参加が多いとは言えない状況です。周知や手法を検討しながら進めてい

ます。 

 

 

【協働のまちづくりの進め方に対する意見】 

（1）協働のまちづくりをより具体的に進めていくため、本年６月に別海町協

働基本指針を策定していることから、先ず、条例の根底をなす情報共有及び町

民参加について、協働基本指針に沿い進められたい。 

 

→広報誌設置場所の増設や、まちづくり懇談会、アンケート、パブリックコ

メント等を実施していますが、より広聴制度や情報発信機会の充実を目指し検

討を進めています。 

 

 

（2）自治基本条例の趣旨がなかなか町民に浸透していないと思われる。町及

び町議会からの発信の機会を増やすなど浸透させるための工夫について検討さ

れたい。 

 

→広報への掲載やホームページ等において周知しているところですが、十分

に浸透しているとは言えない状態です。より条例の趣旨が理解されるよう発信

の機会を検討します。 

 

 

【その他の事項】 

 （１）総合的な「お客様カウンター」は町民課にあるが、総合案内に、関係

部署を判断し、担当に連絡を取れる体制（職員の配置）を検討されたい。 

 

 →総合案内において関係部署と連絡を取れる体制となっています。 

 

 

 （２）将来の地域活動を担う中高生をはじめとする若者の育成に、一層、力

を注いでいただきたい。 

 

 →インターシップ受け入れや異世代交流事業等、学習機会の確保に努めてい

ます。 

 



○平成２８年度 

 

１ 情報提供に関する事項 

   町のホームページについては、各課において構成や掲載内容にバラつき

がみられるため、統一した運用を図られたい。 

 

 →平成 30年度にマニュアルを作成しています。 

 

 

２ 町民参加に関する事項 

   まちづくり懇談会については、開催地域を増やすことや、町民が参加し

意見を出しやすくなるよう、開催方法の見直しを進められたい。 

 

 →広報やホームページで周知しているところですが、より多くの方に参加

していただけるよう開催方法、周知方法を検討しています。 

 

 

３ べつかい協働のまちづくり補助金（公募型）に関する事項 

（１）補助金の交付回数については、３回を限度とすることが要領で定めら

れているが、３回の交付では各団体が自立した活動を確立するのは難し

いと思われる。交付回数の上限について見直しを検討されたい。 

 

 →補助金の趣旨と照らし合わせながら検討しています。 

 

 

（２）現行の補助区分は、申請団体にとっては分かりにくい部分があると思わ

れる。補助区分の統合など制度の簡略化により、補助申請数の増加を図ら

れたい。 

 

 →平成 30度に要領改正しています 

 

 

（３）労力の提供に対するお礼などについても、補助対象経費に含めるよう、

見直しを検討されたい。 

  

 →平成 30年度に要領を改正しています 

 

 

（４）まちづくりに係わる団体等のより一層の発展と活動の広がりを目指し

開催している、まちづくりフォーラムについて、町民が参加しやすくな

るよう開催方法の見直しを進められたい。 

 



 →開催内容および開催方法を含め検討中です 

 

 

４ その他の事項 

  協働のまちづくりを推進するためには、町内会などの活動を把握すること

が重要と思われる。積極的な情報収集、情報共有を図られたい。 

 

  →２８年度のまちづくり構想住民大会において、別海、西春別、尾岱沼の

３連町の活動内容等について、コーナーを設置し参加者にご覧いただいたほか、

各施設に資料を設置しています。今後の実施や手法について検討を進めます。 
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