
様式第１号 令和２年度　計画・条例等一覧【市民参画対象】

№

1
花巻市公立保育園・幼稚園の
適正配置に関する基本指針

【目的】
　就学前児童の保育・教育サービスの更
なる充実、質の向上を目指し、公立保育
園及び幼稚園を再編成するための基本指
針
【内容】
　本市の保育・教育環境に関する課題抽
出、課題解決のための方策（統合等）の
設定、４地域の再編方針の検討
【区分】
　基本指針
【計画期間】
　令和３年度～（終期を設けない）

ア
計画

計画及び条例等の名称
　計画及び条例等の内容（特に必要と認
め市民参画を実施する場合はその理由）

重要 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）



様式第２号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年度　市 民 参 画 計 画 書

１　参画の対象

２　選択した市民参画の方法

３　計画・条例等の全体スケジュール

方針検討・庁内協議 素案検討・庁内協議 保育教育環境検討会議 素案調製 議員説明会 案調製 決定

通知 実施 意見の整理

広報掲載依頼 広報・ＨＰにより周知 実施 意見の整理 結果の公表

担当部署：教育部こども課

担当者：村田　豊隆　　　内線（9-30-344）

対象の名称 花巻市公立保育園・幼稚園の適正配置に関する基本指針 対象区分 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

対象の内容

【目的】就学前児童の保育・教育サービスの更なる充実、質の向上を目指し、公立保育園及び幼稚園を再編成するための基本指針
【内容】本市の保育・教育環境に関する課題抽出、課題解決のための方策（統合等）の設定、４地域の再編方針の検討
【区分】基本指針
【計画期間】令和３年度～（終期を設けない）

方法① 意見交換会の開催 方法② パブリックコメントの実施

名　称 関係団体等との意見交換会 名　称 花巻市公立保育園・幼稚園の適正配置に関する基本指針（素案）パブリックコメント

時　期
及び

回　数

令和２年７月～８月
私立保育施設等及び幼稚園運営主体（１回）
公立保育園及び幼稚園保護者（１回）

時　期
及び
回　数

令和３年１月（１か月間）

周知方法
及び

周知時期
各開催日の２週間前までに文書で通知する。

周知方法
及び

周知時期

広報はなまき１２月１５日号及び市ホームページに掲載するほか、ＳＮＳ、ＦＭは
なまき、有線放送を通じて実施について周知する。
素案については、当課及び総合政策部総務課、各総合支所地域振興課、各振興セン
ター、各市立図書館、生涯学園都市会館、花巻保健センター及びこどもセンターに
備え付ける。

対象者
(対象
地域)

私立保育施設及び幼稚園運営主体（12名程度）
公立保育園（10園）及び幼稚園（2園）の保護者会（12名）

対象者
(対象
地域)

全市民

結果公表
の方法
及び時期

市ホームページに掲載する。（２月下旬）

方　法や
時　期を
選択した

理由

直接保育・教育に携わる者又は当事者の意見を聴くことにより、素案に反映させるこ
とが可能となることから上記の方法及び時期を選択した。

方　法や
時　期を
選択した
理由

多くの市民が意見を述べやすい方法として選択。
時期については、パブリックコメント後の意見集約及び市民からの意見を指針へ反
映させるための十分な検討期間を考慮し、選択した。

５月 ６月 ７月 ８月

結果公表
の方法
及び時期

素案としてパブリックコメントにおいて公表（令和３年１月）

３月 ４月
策
定
等

方
法
①

方
法
②

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月３月 ４月



市民参画・協働推進職員チーム評価内容

検討の余地があるとした項目と理由

市民参画・協働推進委員会評価内容

検討の余地があるとした項目と理由

●評価後に記入　　反映したことや反映しなかった場合の理由

対象の名称 花巻市公立保育園・幼稚園の適正配置に関する基本指針

総合評価

　

総合評価

パブリックコメントの周知方法について、広く市民に周知されるよう検討されたい。

反映した内容とその理由

周知方法について、ＳＮＳ、ＦＭはなまき、有線放送を通じてのパブリックコメント実施の周知を追加
（理由）複数の方法を用いることにより、パブリックコメントの実施について周知の幅が広がると考えるため。

反映しなかった内容とその理由

周知方法検討の余地あり

周知時期

適切である

方 法

時 期

対象者（対象地域）

周知方法検討の余地あり

周知時期

適切である

方 法

時 期

対象者（対象地域）



様式第5号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年度　市 民 参 画 報 告 書

１　参画の対象

２　実施した方法の詳細

３　実施した方法の自己評価

市ホームページへ掲載した。
　第１回会議掲載　８月２１日
　第２回会議掲載　１２月２３日
　第３回会議掲載　２月４日
　第４回会議掲載　４月３０日

方法①

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

第１回会議１２人　意見３件
第２回会議１３人　意見５件
第３回会議１２人　意見６件
第４回会議１１人　意見２件
　延べ４８人　意見１６件

○市民参画の実施に当たって改善点

子ども・子育て会議に諮る資料の事前送付について、１週間前までを目途としていたが、それま
でに送付できなかったことがあったため、資料作成を早める必要がある。

委員それぞれの立場から広く意見をいただいた。基本施策の具体的な取り組み事業の構築に当た
り、目標の設定や達成度の計り方について参考となった。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

令和元年７月、９月、１２月、令和２年
２月（年４回）

文化会館（第１回会議）
　７月８日（月）14時30分～16時30分
生涯学園都市会館（第２回会議）
　11月21日（木）10時～11時30分
花巻保健センター（第３回会議室）
　12月23日（月）14時～16時
市会議室（第４回会議）
　３月16日（月）14時～15時30分

○予定を変更して実施した場合の内容と理由

会議の回数は当初の予定どおり実施することができたが、計画素案作成に時間を要したため、一
部会議の実施時期が予定より遅れた。

○反省点

対象者
（対象
地域）

花巻市子ども・子育て会議委員（子ども
の保護者、子ども・子育て支援に関する
事業に従事する者、子ども・子育て支援
の関係団体に属する者、子ども・子育て
支援に関し識見を有する者　１９名）

同左
令和元年度においては、幼児教育・保育の無償化実施に伴う大きな制度改正の準備と計画策定作
業が同時進行となったこともあり、素案の作成に時間を要した。

方法① その他適切と判断される方法 その他適切と判断される方法

結果公表
の方法

及び時期

市ホームページに掲載する。（７月下
旬、10月中旬、１２月下旬、3月上
旬）

名　称 子ども・子育て会議 同左

周知方法
及び

時　期

開催日の２週間前までに郵送により通知
するとともに、市HPへ掲載する。（６
月中旬、９月上旬、１１月中旬、１月下
旬）

開催日の１週間～２週間前までに郵送によ
り通知するとともに、市HPへ掲載した。

○市民参画により効果があったこと

対象区分 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

対象の内容
【目的】子ども・子育て支援法に基づき、「市町村子ども・子育て支援事業計画」の第２期計画として策定
【内容】教育・保育提供区域ごとの教育・保育の利用見込み及びその確保方策、地域子ども・子育て支援事業の利用見込み及びその確保方策、計画の推進体制　等
【計画期間】令和２年度～令和６年度　　【関係法令】子ども・子育て支援法第61条

当初予定 実施内容 方法① 当初予定 実施内容

担当部署：教育部こども課

担当者：村田　豊隆　　内線（9-30-344）

対象の名称 花巻市子ども・子育て支援事業計画 計画等の策定日（制定日） 令和2年3月31日



２　実施した方法の詳細

３　実施した方法の自己評価

方法②

市ホームページに掲載　４月３０日

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

意見提出者数　１人　意見件数のべ３件
（他に市外から１人意見。参考として取扱
い）
素案閲覧者数　備付素案27件、ＨＰ206件

○市民参画の実施に当たって改善点

パブリックコメント実施の周知方法について、広報以外の手段を検討する必要がある。また、資
料の閲覧場所について、子育て世代の方が目に触れやすい場所を検討する必要がある。

対象者
（対象
地域）

全市民を対象として実施する。 全市民を対象として実施した。 応募意見が少なかった。

方法② パブリックコメントの実施 パブリックコメントの実施

結果公表
の方法

及び時期

市ホームページに掲載する。（２月下
旬）

名　称
花巻市子ども・子育て支援事業計画（素
案）パブリックコメント

同左

周知方法
及び

時　期

広報はなまき12月15日号に掲載すると
ともに、市ホームページに掲載する。素
案については、当課及び総合政策部総務
課、各総合支所地域振興課、各振興セン
ター、各市立図書館、まなび学園、花巻
保健センターに備え付ける。

広報はなまき２月１日号に掲載するととも
に、市ホームページに掲載した。素案につ
いては、当課及び総合政策部総務課、各総
合支所地域振興課、各振興センター、各市
立図書館、まなび学園、花巻保健セン
ター、こどもセンターに備え付けた。

○市民参画により効果があったこと

計画素案に対して具体的な意見や提言が寄せられ、計画策定や今後の子ども・子育て支援施策の
推進に当たり参考となった。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

令和２年１月～２月（１か月間） 令和２年１月27日～２月25日（30日間）

○予定を変更して実施した場合の内容と理由

該当なし

○反省点

対象の名称 花巻市子ども・子育て支援事業計画

当初予定 実施内容 方法② 当初予定 実施内容



市民参画職員チーム評価内容

　改善の余地があるとした項目と理由

　

市民参画・協働推進委員会評価内容

　改善の余地があるとした項目と理由

　

対象の名称 花巻市子ども・子育て支援事業計画

総合評価

総合評価

パブリックコメントの周知について、広く市民に周知されるよう改善されたい。

改善の余地あり

適切である

方 法

周 知

実施時期・場所等

結果公表

対象者（対象地域）

改善の余地あり

適切である

方 法

周 知

実施時期・場所等

結果公表

対象者（対象地域）


