
8 名

委員数

1

1 なし

1

1

2

2

2 回

募集時期 応募数

R1.5.8～

R1.6.28
12

R2.1.29～

R2.2.12
1

■実施手法③　アンケート調査の実施

7 回

実施時期 回収数 回収率

H31.4～5月 227 52.54%

R1.5.29、

R1.6.12
16 100%

R１.10.7～R

１.11.15
1,312 65.18%

R1.11.25～

R1.12.20
966 44.6%

Ｒ1.12.9～Ｒ

1.12.13
314 50%

R2.1.12 31 19%

R2.2.26～

R2.3.13
調査中 調査中

成人式の開催内容等について 成人式参加者

【上記の内訳】

調査内容

町内に居住する15歳以上

無作為抽出（2013人）

成人式の対象年齢及び成人式の開催内容等につ

いて

新ひだか町婚活イベント2019馬くいく婚参加

後のアンケート調査
カップル成立者

町内の高校に在籍してい

る高校生

光ブロードバンド整備検討のためのアンケート

調査

町内における光ブロード

バンド未整備地域に居住

する世帯（2,166世帯）

調査対象

新ひだか町都市計画マスタープラン改定に係る

町民アンケート調査

　●アンケート調査の実施回数

空家の現状、管理状況、利活用の可能性等

令和元年度　協働のまちづくり推進状況調査票

■実施手法①　公募委員の選任

　●現在選任している公募委員の人数

募集内容 募集対象

　●パブリックコメントの募集回数

【上記の内訳】

社会教育委員会議

空家所有者等432件（町外者含む）

静内高等学校出前授業

ショッピングプラザピュアの有効活用に係るア

イディア募集

静内高校、日高地域研究

選択生徒

町民

新ひだか町強靭化計画（素案）に対する意見募

集
町民

三石地区協議会

■実施手法②　パブリックコメントの募集

【上記の内訳】

審議会等の名称

新ひだか町自治基本条例評価委員会

新ひだか町総合計画審議会

新ひだか町地方創生推進委員会

新ひだか町教育行政事務評価委員会
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■実施手法④　説明会等の開催

24 回

開催時期 出席者数

R1.5.9 17

R1.5.23 5

R1.5.31 52

R1.6.3 18

R1.8.8 29

R1.11.19 3

R1.12.12 12

R1.12.26 7

R2.1.17 20

R2.1.20 12

R2.1.22 19

R2.1.25 13

R2.1.26 25

R2.1.26 23

R2.1.29 10

R2.2.4 31

R2.2.5 33

R2.2.6 46

R2.2.10 10

R2.2.12 24

R2.2.14 30

R2.2.18 78

R2.2.19 39

R2.2.20 17

まちづくり懇談会（三石地区） 川上会館

まちづくり懇談会（三石地区） 本桐基幹集落センター

ひだか漁業協同組合三石支所

三石漁港BCP策定に係る協議（機船漁業者）

延出基幹集落センター

まちづくり懇談会（三石地区）

三石連合自治会臨時会 役場三石庁舎

まちづくり懇談会（静内地区）

まちづくり懇談会（静内地区）

ひだか漁業協同組合三石支所

三石漁港BCP策定に係る協議（採藻漁業者）

まちづくり懇談会（静内地区）

まちづくり懇談会（三石地区） 歌笛総合住民センター

まちづくり懇談会（三石地区）

末広生活センター

まちづくり懇談会（静内地区）

まちづくり懇談会（静内地区）

まちづくり懇談会（静内地区）

自治会長会議(静内地区） 役場静内庁舎

延出基幹集落センター

ひだか漁業協同組合三石支所

ひだか漁業協同組合三石支所

三石漁港BCP策定に係る協議（定置漁業者）

三石地域マリンビジョン協議会総会

田原高台生活館

役場静内庁舎

豊畑会館

柏台会館

静内生活センター

三石連合自治会定期総会 役場三石庁舎

三石連合・単位自治会長会議

まちづくり懇談会（静内地区）

東別生活センター

観光情報センターぽっぽ

東静内会館

みついしふれあいプラザ

まちづくり懇談会（静内地区）

新ひだか町公民館

JR日高線のバス転換に関する住民説明会（三石地区） 総合町民センターはまなす

まちづくり懇談会（静内地区）

JR日高線のバス転換に関する住民説明会（静内地区）

説明内容 開催場所

　●説明会等の開催回数

【上記の内訳】
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■実施手法⑤　関係機関への意見照会

0 回

照会時期

■実施手法⑥　町民参画による検討組織の設置

24

委員定数

10

25

13

17

13

10

14

9

9

33

34

139

15

24

16

10

10

20

20

20

8

10

8

15

町立病院の経営改善

三石地区協議会 三石地区内の諸課題の審議、意見聴取等

包括的かつ継続的な在宅医療と介護サービスを提供する

体制構築に係る方策等を協議する

新ひだか町高齢者権利擁護推進部会
高齢者が地域で尊厳ある生活を維持できるよう権利擁護

を推進する取組について協議する。

新ひだか町新公立病院改革プラン策定委員会

新ひだか町教育行政事務評価委員会
教育行政の事務の管理及び執行の状況について点検及び

評価

新ひだか町まちなか居住対策検討会議 まちなか居住対策のあり方を検討

新ひだか町国民健康保険運営協議会 新ひだか町国民健康保険の運営等

介護人材対策プロジェクト 介護人材確保対策に係る課題・対策を協議する。

地域支え合い推進部会
地域における住民主体の「集いの場」の現状と課題につ

いて協議する

新ひだか町在宅医療・介護連携推進委員会

しずない桜まつり実行委員会 しずない桜まつりに係る企画、運営等

蓬莱山まつり実行委員会 みついし蓬莱山まつりに係る企画、運営等

新ひだか夏まつり実行委員会 夏まつりに係る企画、運営等

新ひだか町空家等対策協議会

新ひだか町ドリカム推進事業審査委員会 ドリカム推進事業申請に係る審査

新ひだか推奨品認証委員会 推奨品認証申請に係る審査

新ひだか町アイヌ施策懇談会 アイヌ施策の内容等

新ひだか町婚活イベント実行委員会 婚活イベントの内容等

三石漁港BCP協議会 三石漁港業務継続計画の策定及び運用改善

新ひだか町自治基本条例評価委員会 協働のまちづくりに関する検証等

新ひだか町総合計画審議会 新ひだか町総合計画の内容等

三石地域マリンビジョン協議会 三石マリンビジョン計画

新ひだか町緑化推進委員会 無立木地解消のため緑化計画

姉妹都市交流事業の内容等

照会機関数

新ひだか町地方創生推進委員会

照会内容

新ひだか町姉妹都市交流委員会

空家等対策の推進に関し必要と認める事項

地方創生に関する各種事業の内容等

検討組織の名称 検討事項

　●関係機関への意見照会回数

【上記の内訳】

　●現在設置している検討組織の数

【上記の内訳】
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■実施手法⑦　上記６項目以外の手法

・行政評価に係る外部評価の実施

　行政内部における事前評価・事後評価の内容をホームページ等で公表し、町民から意見や提案などを聴取するもの。

　

・図書館利用者を対象とする意見ボックスの設置（通年）

　図書館に対する様々な意見等を聴取するため、図書館内に意見ボックスを設置している。

　※令和元年度は２件（R2.2.26現在）の投函があり、意見に対する回答は館内に貼り出している。

・博物館主催の各種講座や企画展等において、参加者や来場者に対してアンケートを実施して当該事業に係る意見を

　聴取し、今後の事業運営に向けて参考としている。

・新ひだか町在宅医療・介護連携推進交流親睦会

　地域包括ケアシステムの推進に向け年に１回、町内の医療・介護・福祉関係者が一堂に会し　交流を深めることによ

　り、連携強化を図るもの。

　R２.２.７実施
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