
平成２４年度意見公募手続実施結果 

 

 日田市では、「日田市行政手続条例」を定め、平成 19年 10月から意見公募手続を実施しています。 

 この手続は、処分、行政指導及び届出や規則等を市が定める際に、情報を早期に公開し皆さんからの意見を

求めるもので、公正の確保と透明性の向上、市民の権利利益の保護に資することを目的とするものです。 

 平成 24年度に実施した意見提出手続結果は、以下のとおりとなっています。 

 

 ◆意見公募手続実施案件  

案件名 意公募期間 意見公募件数 結果の公示日 お問合せ先 備考 

日田市小中学校管理

規則の一部改正 

平成 24年 10月 15日

（月）～平成 24年 11

月 14日（水） 

 28件 
平成 24年 

12月 25日 

日田市 教育庁 学校教育課 

指導係 

0973-22-8221（直通） 

 

 

◆意見公募手続を行わなかった案件 

下記の案件においては、日田市行政手続条例における意見公募手続の適用除外規定に該当することから、同条例

第 41条第 5項に基づき、結果の公示を行っています。 

案件名 結果の公示日 お問合せ先 備考 

日田市消防団員等公務災害補償条例施行規則

の一部改正 

平成 24年 

5月 23日 

日田市 総務部 防災・危機管理室 防災・危機

管理係 

0973-22-8363（直通） 

 

日田市子ども医療費の助成に関する条例施行

規則の一部改正 

平成 24年 

5月 31日 

日田市 福祉保健部 こども未来室 家庭支援係 

0973-22-8292（直通） 
 

日田市印鑑条例施行規則の一部改正 
平成 24年 

7月 9日 

日田市 市民環境部 市民課 窓口サービス係 

0973-22-8204（直通 
 

日田市居宅介護サービス費等の額の特例等に

関する規則の制定 

平成 24年 

7月 26日 

日田市 福祉保健部 長寿福祉課 介護保険係 

0973-22-8264（直通） 
 

平成 24 年 7 月日田市豪雨災害による被災者に

対する介護保険料の減免の特例に関する規則

の制定 

平成 24年 

8月 1日 

日田市 福祉保健部 長寿福祉課 介護保険係 

0973-22-8264（直通） 
 

平成 24 年 7 月日田市豪雨災害による被災者に

対する市税等の減免の特例に関する規則の制

定 

平成 24年 

8月 1日 

日田市 総務部 税務課 市民税係 

0973-22-8396（直通） 
 

日田市情報センターの設置及び管理に関する

条例施行規則の一部改正 

平成 24年 

8月 20日 

日田市 総務部 情報統計課 行政情報発信係 

0973-22-8229（直通） 
 

日田市税条例施行規則の一部改正 
平成 24年 

9月 26日 

日田市 総務部 税務課 税制窓口係 

0973-22-8397（直通） 
 

日田市ひとり親家庭等医療費助成に関する条

例施行規則の一部改正 

平成 24年 

9月 26日 

日田市 福祉保健部 こども未来室 家庭支援係 

0973-22-8292（直通） 
 



案件名 結果の公示日 お問合せ先 備考 

日田市観光案内所の設置及び管理に関する条

例施行規則の一部改正 

平成 24年 

9月 26日 

日田市 商工観光部 観光課 観光企画係 

0973-22-8210（直通） 
 

日田市手数料条例施行規則の一部改正 
平成 24年 

10月 5日 

日田市 総務部 税務課 資産税係 

0973-22-8206（直通） 
 

日田市国民健康保険税条例施行規則の一部改

正 

平成 24年 

12月 20日 

日田市 福祉保健部 健康保険課 国保・年金係 

0973-22-8271（直通） 
 

日田市消防団員等公務災害補償条例施行規則

の一部改正 

平成 25年 

3月 14日 

日田市 総務部 防災・危機管理室 防災・危機

管理係 

0973-22-8363（直通） 

 

日田市未熟児養育医療給付事務取扱規則の制

定 

平成 25年 

3月 25日 

日田市 福祉保健部 健康保険課 健康支援係 

0973-24-3000（直通） 
 

日田市公共下水道及び都市下水路の構造の技

術上の基準等に関する条例施行規則の制定 

平成 25年 

3月 26日 

日田市 土木建築部 下水道課 管理係 

0973-22-8219（直通） 
 

日田都市計画事業日田駅南土地区画整理事業

清算金取扱規則の廃止 

平成 25年 

3月 26日 

日田市 土木建築部 都市整備課 都市計画係 

0973-22-8217（直通） 
 

「日田市企業立地促進条例施行規則」の一部改

正 
平成 25年 

3月 26日 

日田市 商工観光部 企業立地推進室 企業立地

推進係 

0973-22-8313（直通 

 

日田市水道条例施行規則の一部改正 
平成 25年 

3月 26日 

日田市 水道課 管理係 

0973-22-8220（直通） 
 

日田市水道の布設工事監督者及び水道技術管

理者の資格等に関する条例施行規則の制定 

平成 25年 

3月 26日 

日田市 水道課 工務係 

0973-22-8237（直通） 
 

日田市道の駅の設置及び管理に関する条例施

行規則の一部改正について 

平成 25年 

3月 26日 

日田市 商工観光部 観光課 観光企画係 

0973-22-8210（直通） 
 

日田市天瀬憩の家の設置及び管理に関する条

例施行規則の一部改正 

平成 25年 

3月 26日 

日田市 福祉保健部 長寿福祉課 長寿福祉係 

0973-22-8299（直通） 
 

日田都市計画下水道事業受益者負担に関する

条例施行規則及び日田市公共下水道区域外流

入分担金の徴収に関する条例施行規則の一部

改正 

平成 25年 

3月 29日 

日田市 土木建築部 下水道課 管理係 

0973-22-8219（直通） 
 

日田市廃棄物の減量及び適正処理等に関する

条例施行規則の一部改正 

平成 25年 

3月 29日 

日田市 市民環境部 環境課 生活環境係 

0973-22-8208（直通） 
 

日田市環境保全条例施行規則の一部改正 
平成 25年 

3月 29日 

日田市 市民環境部 環境課 企画推進係 

0973-22-8357（直通） 
 



案件名 結果の公示日 お問合せ先 備考 

日田市指定特定非営利活動法人の指定の手続

等に関する規則の制定 
平成 25年 

3月 29日 

日田市 市民環境部 市民活動推進課 活動支

援・男女共同参画推進係 

0973-22-7515（直通） 

 

 


