
条文（要旨） 取組状況

情報公開と道民参加の推進（第１節　第３条－第６条）

第３条第１項

情報の公開
（公文書開示
及び道政情報
提供）

第３条第２項

情報の公開
（多様な媒体
の活用）

第４条第１項

道民の参加
（参加機会の
拡大）

第４条第２項

道民の参加
（公聴会等）

第４条第３項

道民の参加

（パブコメ）

第４条第４項

道民の参加
（道民投票）

第５条
附属機関等の
委員の公募等

第６条
意見、提言等
への対応

北海道行政基本条例に基づく道政運営の状況

　重要な事項を定める計画及び条例の立案
に当たっては、必要な情報を公表し、道民
の意見を求めるとともに、その意見に対す
る道の考え方を公表しなければならない。

　道民意見提出手続に関する要綱及び実施要領を定めて
取り扱っており、緊急性があり迅速に対応する必要があ
る場合などを除き、毎年、40件程度のパブリックコメン
トを実施して道民の意見を求めるとともに、全件につい
てその意見に対する道の考え方を公表している。

　道民生活にかかわる道政上の重要な課題
に関し、広く道民の意思を直接問う必要が
あると認めるときは、別に条例で定めると
ころにより、道民による投票を行うことが
できる。

　住民投票が必要な事案は生じていない。

　道政の諸活動について、その公開性を高
め、道民に説明する責任を果たすため、公
文書の開示を適正に行うとともに、道政に
関する情報の積極的な提供に努めなければ
ならない。

　毎年、道内６圏域において、道の実施機関職員を対象
に、情報公開制度の適正・有効な活用等によって、公正
で民主的な行政運営の推進に資するよう、職員の関係法
令・制度等に関する理解促進を図ることを目的として研
修会を開催しているほか、制度の利用実績についても道
のホームページにおいて公表している。
　情報公開窓口利用者は、毎年、約５～６千人で推移、
開示請求件数は約１万件で推移しており、また、刊行物
等情報提供件数については増加傾向にあり、公文書の適
正開示及び道政に関する情報の積極的な提供を着実に実
施している。

　道政に関する情報を道民に分かりやすく
提供するとともに、道民が迅速かつ容易に
道政に関する情報を得られるよう多様な媒
体の活用等に努めなければならない。

　毎週１回の知事記者会見の実施や広報紙「ほっかいど
う」の発行など、道政に関する情報を道民に分かりやす
く提供している。
　また、インターネットの急速な進展を踏まえ、ホーム
ページ、ブログ、ツイッター、メールマガジンなどネッ
ト系広報媒体の活用による広報活動も実施している。

　附属機関等の委員を任命する場合には、
設置目的等に応じ当該委員を公募し、これ
に応じた者からも任命するよう努めなけれ
ばならない。
　附属機関等の会議を原則として公開しな
ければならない。

　附属機関等に関する基準を定め、附属機関等の設置目
的に応じて委員の公募に努めており、毎年度実施してい
る調査において委員の任命状況について点検している。
　なお、公募を実施している機関の割合は、10年前の平
成21（2009）年度は12%だったが、過去5年間は約25％で
推移している。
　また、会議の公開については、基準において公開する
ことが適当でないと認められる場合を除き、公開してい
る。

　公聴会等の道民参加の機会を設ける場合
には、特定の地域に偏ることのないよう配
慮しなければならない。

　公聴会等の開催に当たっては、全（総合）振興局での
開催や、全道各地域で開催するなど、特定地域に偏るこ
とが無いよう実施している。

　政策の形成過程において、道民の意向を
的確に把握し、これを政策に反映するた
め、道民が参加する機会の拡大に努めなけ
ればならない。

　道民の意向や地域ニーズを的確に把握し、道民の声を
道政に反映させるため、道民意識調査や各部局、（総
合）振興局における対話広報など積極的な広聴活動を実
施している。

　道政に関する道民の意見、提言等を尊重
し、これを行政運営に反映するよう務める
ものとする。

　毎年、約600～700件の道政に対する意見、提案が広く
道民から寄せられており、この意見、提案を所管部局に
適切に回付し、提案者から回答が求められたものは、所
管部局から回答している。
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条文（要旨） 取組状況

北海道行政基本条例に基づく道政運営の状況

総合的、効果的かつ効率的な政策の推進（第２節　第７条－12条）

第７条
総合計画の策
定等

第８条
政策評価の実
施等

第９条
財政運営等

第10条
執行体制の整備

第11条
外部監査人の
監査

第12条第１項

法令の解釈等

（解釈・運用）

第12条第２項

法令の解釈等

（条例化）

　長期的な展望に立って、総合計画を策定
しなければならない。
２　策定に当たっては、道民及び市町村の
参加機会を確保しなければならない。
３　効果的かつ効率的に政策を推進すると
ともに、その推進状況を定期的に公表しな
ければならない。
４　特定分野計画は、総合計画に沿って策
定、推進しなければならない。

　総合計画は道政の基本的な方向を総合的に示すため、
平成28（2016）年度から令和７（2025）年度の10年間を
期間として策定している。策定に当たっては、道民及び
市町村の参加機会を確保したほか、毎年度の推進管理に
ついては、指標の進捗状況はもとより、特定分野別計画
等の推進管理を行い、毎年度公表している。

　政策評価を実施し、これに関する情報を
道民に公表しなければならない。
２　道民の意見を政策評価に適切に反映さ
せるよう努めるものとする。
３　政策評価の結果を予算編成、組織及び
機構の整備並びに総合計画の推進管理等に
反映させるものとする。

　政策評価条例に基づく政策評価を実施し、議会への報
告や行政情報センター（コーナー）での縦覧及びホーム
ページ掲載などにより公表するとともに、政策評価に関
する意見募集を毎年度実施している。
　また、政策評価委員会を設置し、政策評価の実施及び
制度に関する事項について調査・審議を行っている。
　なお、政策評価の結果については、施策・事務事業の
対応状況等を点検するなど、予算編成及び執行、組織及
び機構の整備並びに総合計画の推進管理等に適切に反映
させている。

　中長期的な展望に立ち、自主的かつ健全
な財政運営を行わなければならない。
２　毎年度の予算及び決算その他財政に関
する事項を、道民に分かりやすく公表しな
ければならない。

　国が策定する地方財政計画などを踏まえた上で、中長
期的な財政運営の展望に立った今後の収支見通しを毎年
度見直すとともに、収支不足の解消や実質公債費比率の
改善などに取り組んでいるところ。
　また、予算等の公表については、条例に基づき年２回
道公報により公表するほか、道ホームページ等により予
算・決算等の状況を公表している。

　組織及び機構の不断の見直し、民間能力
の活用等により効果的で効率的な執行体制
を整備しなければならない。

　「行財政運営方針」のほか、毎年度定める「組織機構
改正に当たっての基本的視点」に基づき、簡素で効率的
な執行体制の確立に取り組んでいる。

　外部監査人が実施する財務に関する事務
等に関する監査の結果等を踏まえ、必要な
措置を講じなければならない。

　監査結果等を踏まえ、平成26（2014）～29（2017）年
度の指摘等(合計123件)については、全て必要な措置を
講じており、措置状況は公報及びホームページで公表し
ている。
　なお、平成30（2018）年度分の指摘等59件について
は、本年度中の措置を目指しているところ。

　地方自治の本旨及びこの条例の趣旨に基
づいて、法令を解釈し、運用するものとす
る。

　事務事業の遂行に当たっては、憲法に規定する地方自
治の本旨及び北海道行政基本条例の趣旨に基づき法令を
解釈し、運用している。

　行政運営に関する基本的な制度及び政策
の推進に関する基本的な事項について、条
例化に向けた必要な措置を講ずるよう努め
るものとする。

　行政運営に関する基本的な制度及び政策の推進に関す
る基本的な事項を定める条例の制定に当たっては、附属
機関における検討、関係する地域との協議、パブリック
コメント等の措置を講じた。
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条文（要旨） 取組状況

北海道行政基本条例に基づく道政運営の状況

道民の権利利益の保護（第３節　第13条－15条）

第13条
許可等の処分
等に関する手
続

第14条
苦情の審査等

第15条
個人情報の保護

道民との協働（第４節　第16条）

第16条
道民との協働

市町村等との連携協力（第５節　第17条－19条）

第17条
市町村との連
携協力

　許可等の審査に関する基準、申請から処
分までに要すべき標準的な期間等の共通す
る事項を定めることにより、行政手続にお
ける公正の確保と透明性の向上を図らなけ
ればならない。

　申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間を
毎年確認し公表している。
　なお、平成26（2014）年６月の行政手続法改正に伴い
北海道行政手続条例を改正し、平成27（2015）年４月か
ら、法律又は条例の要件に適合しない行政指導の中止等
を求める制度、法令に違反する事実の是正のための処分
又は行政指導を求める制度等を整備している。

　業務執行に関する、道民からの苦情に対
し、中立的立場にある者による審査等が行
われた場合、その結果を踏まえ、必要な措
置を講じなければならない。

　苦情審査委員の平成26（2014）～平成30（2018）年度
の審査結果の指摘等（合計17件）については、必要な措
置を講じており、苦情審査委員の審査結果等の活動状況
については、道のホームページ等で公表している。

　市町村と適切に役割を分担し、連携協力
しなければならない。
２　市町村にかかわる重要な課題に関する
政策の形成過程において、関係する市町村
の意見を求め、これを政策に反映するよう
努めなければならない。

　市町村との役割分担や連携協力については、「道から
市町村への事務・権限移譲方針」に基づき、平成18
（2006）年度から令和元（2019）年度までの移譲権限総
数も28,704権限に至っており、住民ニーズに即したス
ムーズな移譲に努めるため、平成31（2019）年3月の移
譲方針の改訂に当たっては、市町村と意見交換等を行っ
た上で改訂した。
　また、連携地域別政策展開方針の推進において、市町
村を始め地域の多様な主体と十分連携・協力を図るとと
もに、社会経済情勢の変化等を踏まえ方針を見直し、地
域における重点政策の再構築等を行うなど、方針に基づ
くプロジェクトを着実に推進することにより、地域意見
を十分に踏まえた施策展開を進めている。

　個人情報の保護を図るため、個人に関す
る情報の収集、利用、提供、管理その他の
取扱いを適正に行わなければならない。

　毎年、道内６圏域において、道の実施機関及び市町村
職員を対象に、関係法令・制度等に関する理解促進を図
ることを目的として研修会を開催しているほか、制度の
利用実績についても道のホームページにおいて公表して
いる。
　なお、平成27（2015）年９月公布の個人情報保護法改
正及び平成28（2016）年５月公布の行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、個人情報の
定義の明確化及び要配慮個人情報の定義の明確化につい
て制度改正を行っている。

　道民との適切な役割分担の下に、様々な
分野における公共的な課題の解決を図るた
め、道民との協働を積極的に進めなければ
ならない。
２　道民との協働を推進するための環境の
整備に努めなければならない。

　道民との協働に関しては、企画立案段階からのNPOと
の協働を進めるため、NPOと行政が意見交換を行ってい
るほか、協働推進会議等を活用し、全庁的な連携･調整
のもと取組を推進している。
　また、協働の推進に関する各取組について、道のホー
ムページで公表し、道民に情報提供している。
　このほか、民間企業等との包括連携協定の締結やタイ
アップ事業を推進するとともに、民間企業等との協働の
取組についての普及啓発を行っている。
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条文（要旨） 取組状況

北海道行政基本条例に基づく道政運営の状況

第18条
都府県等との
連携協力

第19条
国への協力要
請及び意見等
の提出

　相互に共通する政策課題を解決するた
め、他の都府県等との連携協力に努めるも
のとする。

　各提言書の作成等、各種取組に当たっては、相互に共
通する政策課題の解決に向け、密な連携協力の下、他都
府県と十分に調整を図り行っている。
○全国知事会議
　会議（定例会２回、政府主催１回）及び委員会等、
　要請活動を実施
○北海道東北地方知事会
　会議（年１回）及び定期・震災・緊急の提言活動を
　実施
○北海道・北東北知事サミット
　共通の政策課題をテーマに意見交換を実施

　本道の特性並びに道民及び市町村の意向
を踏まえた政策を効果的に推進するため、
国に対し必要な協力を求めるとともに、積
極的に意見を述べ、又は提言を行うものと
する。

　本道にとって必要な施策の推進や予算の確保に向け、
国費予算等に関する事項や様々な分野に関する事項につ
いて、国等に対し提案・要望を実施している。
　また、道州制特区制度により移譲された事務・事業で
は、従来から北海道が実施していた事務・事業との一体
的な実施により効率的な執行が図られており、事務の標
準処理期間の短縮化といった利用者の利便性向上につな
がる成果が出ているところ。
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