
様式第5号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 ３ 年度　市 民 参 画 報 告 書

１　参画の対象について記入してください。

２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

担当部署：健康福祉部健康づくり課

担当者：高橋　朱里　　　　内線（71-340）

対象の名称 第３次健康はなまき２１プラン 計画等の策定日（制定日） 令和4年3月1日

同左

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】健康増進計画に基づき、健康づくりのための行動指針として策定したプランの目標値の見直しや新たな健康課題等の検討
【内容】・達成度の明確化のため、食事・運動など分野ごとの目標を数値で設定　・積極的に生活習慣病を予防する「一次予防」に重点をおく　・生涯にわたる健康づくりを推進
【計画期間】令和４年度～令和１３年度
【関係法令】健康増進法

当初予定 実施内容 方法① 当初予定 実施内容

方法① 意向調査の実施 意向調査の実施

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10月）

名　称 市民アンケート 同左

広く実態を調査することができ、計画に反映させることができた。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

【一般及び小中高生】令和２年８月　１
回
【母子】　令和２年８月～令和３年１月
１回

調査票発送・配布日：
【一　　般】令和２年８月３１日（月）
【小中高生】令和２年８月２６日（水）
【母　　子】令和２年８月～令和３年１月

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

母子の対象者について、乳児を７か月児健診と離乳食教室受診者の保護者を対象としていたが、
アンケートの質問内容から７か月児健診受診者の保護者のみ対象とした。

○反省点があれば記入してください

対象者
（対象
地域）

【一般】19歳以上の市民2,300人(無作為抽
出）
【小中高生】市内に在籍する小学6年生、中学3
年生、高校3年生　計2,476人
【母子】母子健康手帳交付者及び乳幼児健診受
診者　計1,591人

【一般】19歳以上の市民2,300人(無作為抽出）
【小中高生】市内に在籍する小学6年生、中学3年
生、高校3年生　計2,476人
【母子】母子健康手帳交付者及び乳幼児健診受診者
計1,317人

周知方法
及び

時　期

広報はなまき8月15日号に掲載すると
ともに、市ホームページへ掲載する。
【一般】郵送により配布・回収
【小中高生】学校を通じ配布・回収
【母子】妊婦は母子手帳交付時に調査、
乳幼児は乳幼児健診に合わせて配布・回
収

同左

○市民参画により効果があったことを記入してください

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

アンケート回答数：
【一　　般】1,144人（回答率49.7％）
【小中高生】2,452人（回答率99.0％）
【母　　子】1,030人（回答率78.2％）

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

方法①



２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

　

１月１９日に市ホームページに掲載した

対象の名称 第３次健康はなまき２１プラン

当初予定 実施内容 方法② 当初予定 実施内容

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
（令和３年12月）

名　称
第３次健康はなまき２１プラン（素案）
パブリックコメント

同左

意見はなかったものの、多くの市民に閲覧していただくことで、計画の周知が図られた。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

令和３年１０月（１か月） １０月１５日～１１月１４日（１か月間）

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

○反省点があれば記入してください

対象者
（対象
地域）

全市民 全市民
周知について、計画どおり実施することができなかった。
コロナ禍において対面での意見交換やワークショップは困難であったと思われるが、webの活
用など、他の手法についても検討する必要があった。

周知方法
及び

時　期

広報はなまき令和３年１０月１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、健康づくり課及び総合
政策部総務課、新館、各総合支所地域振
興課、まなび学園、各振興センター、各
市立図書館に備え付ける

広報はなまき令和３年１０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、健康づくり課及び総合政
策部総務課、各総合支所地域振興課、各振
興センターに備え付けた。

○市民参画により効果があったことを記入してください

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

意見提出者数　０人
素案閲覧者数　備付素案　３７件
　　　　　　　ホームページ　１０３件

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

方法②



２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

　 方法③

対象者
（対象
地域）

花巻市健康づくり推進協議会委員２０名
（医師会、歯科医師会、薬剤師会、保健推進委員協
議会、農業協同組合、中部保健所、民生委員児童委
員協議会、学校保健会、地域婦人団体協議会、青年
会議所、社会福祉協議会、食生活改善推進協議会、
県看護協会、県栄養士会、商工会議所、スポーツ推
進委員協議会、法人立保育所協議会、私立幼稚園協

議会、公募委員）

市民参画に該当する方法であったことから、事前評価を受けるべきだった。

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

第１回　意見提出者数６人　意見数８件
第２回　意見提出者数４人、意見数６件
第３回　意見提出者なし

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

次回の計画策定時には、当該方法についても事前評価に諮ることとしたい。

方法③ その他適切と判断される方法

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10月）
・成案として公表（令和４年３月）

名　称 花巻市健康づくり推進協議会

周知方法
及び

時　期

2週間前に郵送により通知した。
時　　期
第１回　令和３年　９月　１日
第２回　令和３年１２月２１日
第３回　令和４年　２月１７日

第１回　令和３年　９月　１日
　　　　（書面開催）
第２回　令和３年１２月２１日
　　　　場所　花巻保健センター
第３回　令和４年　２月１７日
　　　　（書面開催）

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

なし

○反省点があれば記入してください

実施内容 方法③ 当初予定 実施内容

対象の名称 第３次健康はなまき２１プラン

当初予定

○市民参画により効果があったことを記入してください

・健康づくりの推進に必要不可欠な関係機関の代表者や公募委員より、広く意見を聴取し、計画
に反映させることができた。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳



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

　

・健康づくり推進協議会への意見聴取について、市民参画・協働推進委員会の事前評価を受けていないので、受けるべきであったこと。

・パブリックコメントの周知について、広報はなまき、市ホームページにより行っているが、このほかFMラジオ、有線放送なども活用すべきであったこと。

対象の名称 第３次健康はなまき２１プラン

総合評価

総合評価

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）



様式第5号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度　市 民 参 画 報 告 書

１　参画の対象について記入してください。

２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

担当部署：生涯学習部花巻図書館

担当者：高橋　宏和　　　内線（８－３８１）

対象の名称 花巻市子ども読書活動推進計画（第四次） 計画等の策定日（制定日） 令和4年3月28日

①意見を反映し素案としてパブリックコメントに
おいて公表
②市ホームページに協議会開催の都度、会議結果
と会議録を公表した。
　11/24開催分（令和3年12月15日公表）
　書面開催分（令和4年4月20日公表）

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】子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、子どもの健やかな成長に資すること。
【内容】子どもの自主的な読書活動を推進するため、家庭、地域、学校及び行政などがそれぞれ担うべき役割や取り組み
【計画期間】令和４年度～令和８年度
【関係法令】子どもの読書活動の推進に関する法律に基づく努力義務

当初予定 実施内容 方法① 当初予定 実施内容

子どもの読書活動に関わる関係者から活動の現状と課題を聴取したうえで、それぞれの立場から
広く意見をいただき、これを十分に反映した計画を策定することができた。また、今後どのよう
な読書活動を進めていったらよいか、関係団体の意見を聞くことができ、今後の活動をすすめる
うえで参考になった。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

令和3年11月上旬～令和4年２月　３回

①意見交換　6回
・令和3年10月22日(金) 花巻図書館(各地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体)
・令和3年11月5日(金) たかきこども園(花巻私立幼稚園協議
会)
・令和3年11月11日(木) 花巻東高等学校(私立高等学校)
・令和3年11月11日(木) 花巻図書館(市法人立保育所協議会)
・令和3年11月11日(木) 湯本小学校(花巻市PTA連合会)
・令和3年11月12日(金) 花巻図書館(市学童ｸﾗﾌﾞ連絡協議会)
②市立図書館協議会　2回
・令和3年11月24日(水) 花巻図書館
・令和4年2月21日～3月4日 書面会議

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

当初、計画検討委員会を設置する予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により多人数の参集型の
会議が困難になると予想されたことや、より丁寧に各関係団体等と意見交換を実施したいと考えたため、個
別に意見交換を行った。また、計画検討委員会で想定していた公募委員については、市立図書館協議会委員
のなかにも公募委員がいらっしゃることから、市立図書館協議会での意見聴取とした。

○反省点があれば記入してください

対象者
（対象
地域）

花巻市校長会、市内私立高等学校、岩手県中
部教育事務所、花巻地区私立幼稚園協議会、
花巻地区法人立保育所協議会、読み聞かせボ
ランティア団体、保護者、公募、市立図書館
協議会　計15名程度

①市内私立高等学校、花巻地区私立幼稚園協議会、花巻
地区法人立保育所協議会、読み聞かせボランティア団
体、市PTA連合会、市学童クラブ連絡協議会　計6団体
②学校教育の関係者(2)、社会教育の関係者(2)、家庭教
育の向上に資する活動を行う者(4)、識見を有する者
(2)、公募による者(2)　計12人

「結果公表の方法及び時期」について、図書館協議会開催の都度、会議結果と会議録を市HPに
公表したが、書面開催の会議報告書の公表時期が遅れてしまった。

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

市のホームページに掲載する（令和４年
３月）

名　称
花巻市子ども読書活動推進計画（第四次）検
討委員会（関係団体等からの意見聴取）

①関係団体等との意見交換
②市立図書館協議会での意見聴取

周知方法
及び

時　期

開催日の２週間以上前に郵送により通知
する。（令和3年10月中旬）

①個別日程調整
②開催日2週間以上（おおむね1か月）前ま
でに郵送により通知するとともに、市ホー
ムページに掲載した。

○市民参画により効果があったことを記入してください

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

①6団体　意見42件
②11/24　意見7件（11人出席）、書面会議
意見5件（12人）

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

方法①



２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

令和４年３月１６日に市のホームページに
実施結果を掲載した。

対象の名称 花巻市子ども読書活動推進計画（第四次）

当初予定 実施内容 方法② 当初予定 実施内容

意見数は少なかったが、地域や家庭における子どもの読書活動の現状の一端を確認することがで
き、ご意見を参考に一部計画内容を変更するなど計画策定の参考となった。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

令和３年１２月中旬～１月（１カ月半）
令和３年１２月２０日～１月２５日
（１か月間）

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

より関係者等の意見を反映するため、意見交換や意見聴取の回数を増やしたことから、計画素案の作成に時
間を要した。このため、広報はなまき掲載時期が予定より１か月遅れた（予定：１１月１５号→１２月１５
号）。
※パブリックコメントは予定どおり12月中旬から1か月間実施。

○反省点があれば記入してください

対象者
（対象
地域）

全市民 全市民
意見件数は第三次計画策定時の0件から3件になったものの、意見応募が少なかった。読書活動
への関心を高める工夫が必要。

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。（令和4年
3月）

名　称
花巻市子ども読書活動推進計画（第四次
素案）パブリックコメント

第四次子ども読書活動推進計画（素案）パ
ブリックコメント

周知方法
及び

時　期

広報はなまき令和3年11月15日号に掲載す
るとともに、市ホームページ、ＳＮＳ、ＦＭ
はなまき、有線放送により周知する。素案に
ついては、当館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。

広報はなまき令和3年12月15日号に掲載すると
ともに、４館内でのチラシ掲示、市ホームペー
ジ、ＳＮＳ、FMはなまき、有線放送により周知
した。素案については、当館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。

○市民参画により効果があったことを記入してください

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　３件
素案閲覧者数　備付素案　３５件
　　　　　　　ホームページ　９５件

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

方法②



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 花巻市子ども読書活動推進計画（第四次）

総合評価

総合評価

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）



様式第5号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　３　年度　市 民 参 画 報 告 書

１　参画の対象について記入してください。

２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

担当部署：生涯学習部スポーツ振興課

担当者：佐々木　善浩　　内線（４３８）

対象の名称 花巻市スポーツ推進計画（変更） 計画等の策定日（制定日） 令和4年3月29日

市ホームページのスポーツ推進審議会の開
催結果をもって公表とした。
（令和３年12月、令和４年３月）

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】スポーツ基本法に基づき市民が生涯にわたって健康でいつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポーツに親しみ元気な活力あるまちの実現を図るために策定
【内容】生涯スポーツの推進、競技スポーツの推進、大規模スポーツ大会の開催
【内容（変更）】・第３期花巻市教育振興基本計画と整合性を図るため計画期間を延長（変更前：令和５年度まで、変更後：令和７年度まで）
　　　　　　　　・中間見直しによる事業計画及び成果目標値等の変更
【計画期間】平成２９年度～令和７年度
【関係法令】スポーツ基本法

当初予定 実施内容 方法① 当初予定 実施内容

市内関係団体等から広く意見をいただき、計画に反映することができた。
実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

令和3年9月下旬～12月中旬　２回

生涯学園都市会館（第１回スポーツ推進審
議会）
　令和３年11月24日（水）15時～16時
書面開催（第２回スポーツ推進審議会）
　令和４年２月28日（月）回答期限
以上の２回開催

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

計画素案の作成に時間を要し、スケジュールが全体的に遅れたため、実施時期を変更した。

○反省点があれば記入してください

対象者
（対象
地域）

スポーツ推進審議会（構成員未定、ス
ポーツに関する学識経験者、関係行政機
関の職員他20名以内）

スポーツ推進審議会（スポーツに関する学
識経験者16団体17名、公募委員３名）
　計16団体　20名

コロナ禍により、第２回審議会が書面開催となった。

方法① 審議会その他の附属機関における委員の公募 審議会その他の附属機関における委員の公募

結果公表
の方法

及び時期

市ホームページのスポーツ推進審議会の
開催結果をもって公表とする。
（令和3年10月、令和4年1月）

名　称 スポーツ推進審議会での審議 同左

周知方法
及び

時　期

開催日の2週間以上前に郵送により通知
する。（令和３年9月上旬・11月下
旬）

開催日の２週間以上前に郵送により通知し
た。
（令和３年11月上旬、開催11月下旬）
第２回審議会は書面開催とした。
（令和４年２月中旬、書面決議書回答期限
２月下旬）

○市民参画により効果があったことを記入してください

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

公募委員３名　意見４件
地域スポーツ普及員協議会１名　意見２件
中学校体育連盟１名　意見２件
花巻観光協会１名　意見１件
身体障害者福祉協会１名　意見２件
スポーツ推進委員協議会２名　意見１件
保健推進委員協議会１名　意見２件
小学校体育連盟１名　意見１件
市ＰＴＡ連合会１名　意見１件
花巻商工会議所女性会１名　意見１件
　計13名　意見17件

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

実施スケジュールを確認しながら進めること。

方法①



２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

対象の名称 花巻市スポーツ推進計画（変更）

当初予定 実施内容 方法② 当初予定 実施内容

○市民参画により効果があったことを記入してください

当市のスポーツ推進に関する様々な意見を頂くことができた。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

令和３年10月初旬～11月初旬
（1か月間）

令和３年12月１日～12月24日
（24日間）

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

　現状に即した事業計画の策定及び成果目標値の設定作業を丁寧に実施した結果、当初の予定よ
り計画素案の作成が遅れ、パブコメ実施時期が施設の休館期間（年末年始）と重ったことから、
意見聴取の機会を十分にとることが難しいと判断したことと、実施期間を短縮して設定したも
の。

○反省点があれば記入してください

スポーツ推進計画見直し（素案）パブ
リックコメント

同左

周知方法
及び

時　期

広報はなまき令和3年９月１５日号に掲
載するとともに、市ホームページ、
SNS、FMはなまき、有線放送により周
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、まなび
学園、各保健センター、各スポーツ施設
に備え付ける。

広報はなまき令和３年12月１日号に掲載す
るとともに、市ホームページ、SNS、FM
はなまき、有線放送により周知する。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、まなび学園、各保健セン
ター、各スポーツ施設に備え付けた。

市ホームページに掲載した。
（令和４年２月中旬）

対象者
（対象
地域）

全市民 全市民

　パブリックコメントについては「花巻市パブリックコメント制度に関する指針」により、計画
素案の周知は施設への備え付けるほか、ホームページ等で閲覧することと定めている。本案件に
ついても、指針に基づき周知をしていたことから、ホームページやSNSでは原則30日以上の実
施は可能であったものと反省している。今回、実施期間を短縮したことは、パブリックコメント
の意義と事務手続きに対する認識不足であり、改めて市民参画の手法について再確認し、次回の
計画策定に反映させて参りたい。

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

意見提出者数　７人、意見件数　２８件
素案閲覧者数　備付素案　４５件
　　　　　　　ホームページ　１４９件

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

ガイドラインの順守に努めること。
実施スケジュールを確認しながら進めること。

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。
（令和4年1月下旬）

名　称

方法②



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

・パブリックコメントの実施期間について、原則３０日以上実施することとしているものを２４日間で終了していること。

　

対象の名称 花巻市スポーツ推進計画（変更）

総合評価

総合評価

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）



様式第6号 令和　３年度　市民参画実施結果

参画対象の名称 参画対象の内容 参画の方法 実施時期 実施結果 担当部署

第３次健康はなまき２１
プラン

【目的】健康増進計画に
基づき、健康づくりのた
めの行動指針として策定
したプランの目標値の見
直しや新たな健康課題等
の検討
【内容】・達成度の明確
化のため、食事・運動な
ど分野ごとの目標を数値
で設定
・積極的に生活習慣病を
予防する「一次予防」に
重点をおく
・生涯にわたる健康づく
りを推進
【計画期間】令和４年度
～令和１３年度
【関係法令】健康増進法

意向調査の実施

調査票発送日：
令和２年８月３１
日（月）
調査票回収期限：
令和２年９月１５
日（火）

総回答者数：
1,146人（回答率
63.5％）
有効回答者数：
1,144人（有効回
答者率99.8％）

健康福祉部
健康づくり

課

パブリックコメ
ントの実施

１０月１５日～
１１月１４日
（１か月間）

意見提出者数０人
素案閲覧者数
備付素案　３７件
ホームページ
　　　　１０３件

花巻市子ども読書活動推
進計画（第四次）

【目的】子どもの読書活
動の推進に関する施策を
総合的かつ計画的に推進
し、子どもの健やかな成
長に資すること。
【内容】子どもの自主的
な読書活動を推進するた
め、家庭、地域、学校及
び行政などがそれぞれ担
うべき役割や取り組み
【計画期間】令和４年度
～令和８年度
【関係法令】子どもの読
書活動の推進に関する法
律に基づく努力義務

その他適切と判
断される方法
①関係団体等と
の意見交換
②市立図書館協
議会での意見聴
取

①意見交換　6回
令和3年10月22日
(金)
令和3年11月5日(金)
令和3年11月11日
(木) 令和3年11月11
日(木) 令和3年11月
11日(木) 令和3年11
月12日(金)
②市立図書館協議会
2回
令和3年11月24日
(水)
令和4年2月21日～3
月4日 書面会議

①6団体　意見42
件
②11/24　意見7
件（11人出席）、
書面会議　意見5件
（12人）

生涯学習部
花巻図書館

パブリックコメ
ントの実施

令和３年１２月２
０日～１月２５日
（１か月間）

意見提出者数　１
人　意見件数　３
件
素案閲覧者数　備
付素案　３５件
ホームページ　９
５件

花巻市スポーツ推進計画
（変更）

【目的】スポーツ基本法
に基づき市民が生涯にわ
たって健康でいつでも、
どこでも、いつまでも気
軽にスポーツに親しみ元
気な活力あるまちの実現
を図るために策定
【内容】生涯スポーツの
推進、競技スポーツの推
進、大規模スポーツ大会
の開催
【内容（変更）】・第３
期花巻市教育振興基本計
画と整合性を図るため計
画期間を延長（変更前：
令和５年度まで、変更
後：令和７年度まで）
・中間見直しによる事業
計画及び成果目標値等の
変更
【計画期間】平成２９年
度～令和７年度
【関係法令】スポーツ基
本法

審議会その他の附
属機関における委
員の公募

令和３年11月24
日
書面開催
令和４年２月28日
（月）回答期限

公募委員３名　意見４
件
地域スポーツ普及員協
議会１名　意見２件
中学校体育連盟１名
意見２件
花巻観光協会１名　意
見１件
身体障害者福祉協会１
名　意見２件
スポーツ推進委員協議
会２名　意見１件
保健推進委員協議会１
名　意見２件
小学校体育連盟１名
意見１件
市ＰＴＡ連合会１名
意見１件
花巻商工会議所女性会
１名　意見１件
　計13名　意見17件

生涯学習部
スポーツ振

興課

パブリックコメ
ントの実施

令和３年12月１日
～12月24日
（24日間）

意見提出者数　７人、
意見件数　２８件
素案閲覧者数
　備付素案　４５件
ホームページ
　　　　　１４９件


