
資料２

様式第４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２６・２７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。

結果公表
の方法
及び時期

アンケート結果は、集計および分析終了
後、市ホームページで公表する。

5月７日アンケート調査報告書を市ホーム
ページで公表した。

結果公表
の方法
及び時期

検討委員会開催後、市ホームページで公
表する。

検討委員会開催後、市ホームページで公表
した。

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

対象者
（対象
地域）

市民　２，１００人
満１５歳～７９歳の市民から無作為年代
別男女別抽出

市民　２，１００人
満１５歳～７９歳の市民から無作為年代別
男女別抽出

対象者
（対象
地域）

検討委員会の委員は１５名以内とし、構
成(案)は以下のとおり。
・知識経験者：大学教授等、男女共同参
画推進員、岩手県男女共同参画サポー
ター等９名程度
・団体推薦：農工商各団体より３名程度
・公募委員：３名程度

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

・アンケート回収数　　　874件
・回収率　41.6％

検討委員会の委員は１５名
・知識経験者：岩手県立大学教授、校長
会、岩手県花巻保健福祉環境センター、男
女共同参画推進員、岩手県男女共同参画サ
ポーターの５名
・団体推薦：商工会議所、農業協同組合、
女性団体、青年会議所等より７名
・公募委員：３名

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

平成２７年１月　１回
・平成２７年１月２０日発送
・平成２７年３月３１日まで回答受付

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

平成２７年５月～９月(５回程度)：計画
素案の検討・調整

平成27年5月28日、6月26日、7月24日、

　　 　　8月25日、9月25日、11月9日

6回とも14:00から花巻市役所で開催

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。
１月上旬にアンケート送付し、１月下旬
までにアンケート返送していただく。

広報はなまき平成２７年１月１５日号に掲
載し、１月２０日にアンケートを送付、２
月１０日を回答期限とした。

周知方法
及び

時　期

開催予定日の２週間以上前までに郵送等
により通知する。

開催予定日の約２週間前に郵送により通知
した。

名　称
花巻市男女共同参画基本計画見直しにか
かるアンケート

花巻市男女共同参画基本計画見直しにかか
るアンケート

名　称
男女共同参画基本計画検討委員会による
計画素案の策定

男女共同参画基本計画検討委員会による計
画素案の策定

方法① 意向調査の実施 意向調査の実施 方法② 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

対象の内容

【目的】男女共同参画社会の形成を促進するためH18年度に策定した基本計画がH27年度に計画期間が満了することから全面的に見直すもの
【内容】総合計画との整合を図りつつ、各政策分野ごとの施策・事業を横断的に捉え直し、男女共同参画の視点で関連付ける。また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に
　　　　関する法律に定める市町村基本計画を包含し、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に定める市町村推進計画に位置付けるもの。
　　　　計画の基本的な考え方・計画体系・基本計画の内容・推進体制　など
【区分】基本計画
【計画期間】平成28年度～35年度（8年間）
【関係法令】男女共同参画社会基本法第14条第3項、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第２条の３第３項、花巻市男女共同参画推進条例第8条第１項
【議会】平成28年3月定例会

当初予定 実施内容 当初予定 実施内容

担当部署：総合政策部　地域づくり課

担当者：佐々木　彰子　内線（４４７）

対象の名称 花巻市男女共同参画基本計画見直し(定期見直し) 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

○意見数
①5月28日 　8件   ②6月26日  14件
③7月24日　15件  ④8月25日　16件
⑤9月25日　15件　　　合計　６８件
その他ワークショップ形式で意見交換
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資料２

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

○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 ○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

　特になし 　特になし

　アンケート実施についての周知（広報はなまきへの掲載）が予定より多少遅れたものの、ほぼ
予定どおり実施することができた。

　９月まで計画素案の検討・調整を行ったが、計画のキャッチフレーズ（市の目指す姿）につい
ても委員から意見を聴取することとし、１１月に追加開催した。

○反省点があれば記入してください ○反省点があれば記入してください

　特になし 　特になし

○市民参画により効果があったことを記入してください ○市民参画により効果があったことを記入してください

 幅広い年齢層から意見を聴取することができ、男女共同参画に関する現状等を把握することが
できた。

　様々な分野からなる委員構成としたため、男女共同参画について幅広い視点で計画素案を検討
することができた。

○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 ○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

方法① 意向調査の実施 方法② その他適切と判断される方法

名　称 花巻市男女共同参画基本計画見直しにかかるアンケート 名　称 男女共同参画基本計画検討委員会による計画素案の策定
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資料２

当初予定 実施内容 当初予定 実施内容

方法③ パブリックコメントの実施 パブリックコメントの実施 方法④
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

名　称
花巻市男女共同参画基本計画素案のパブ
リックコメント

花巻市男女共同参画基本計画素案のパブ
リックコメント

名　称 花巻市男女共同参画審議会への諮問 花巻市男女共同参画審議会への諮問

周知方法
及び

時　期

広報はなまき１０月１５日号に掲載する
とともに、市の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、まなび学
園、各振興センター、各保健センター、
各市立図書館に備え付けるとともに、市
ホームページに掲載する。

パブリックコメントの実施について、広報
はなまき１１月１日号に掲載するととも
に、市のホームページ等に掲載した。
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、まなび学園、
各振興センター、花巻保健センター、各市
立図書館に備え付けるとともに、市ホーム
ページに掲載した。

周知方法
及び

時　期

開催予定日の２週間以上前までに郵送等
により通知する。

開催予定日の２週間～１か月前に郵送によ
り通知した。

H27.6.1からの審議会委員の構成は以下の
とおり
・知識経験者３名：富士大学教授、労働基
準監督署長、花巻警察署
・団体推薦９名：農業協同組合、商工会議
所、校長会、ＰＴＡ連合会、岩手県看護協
会花巻地区支部、社会福祉協議会、民生委
員児童委員協議会、人権擁護委員協議会、
地域婦人団体協議会
・公募委員２名

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

平成２７年１０月下旬～１１月下旬
(１か月間　１回)

平成２７年１１月１６日～１２月１５日
(１か月間　１回)

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

①平成２６年１０月下旬：計画策定方針
の協議
②平成２７年７月上旬：中間報告
③平成２７年１２月上旬：諮問
④平成２７年１２月中旬：答申
４回

①平成２６年１０月２４日：計画策定方針
②平成２７年６月８日：計画策定方針
③平成２７年９月７日：中間報告
④平成２８年１月２１日：諮問（後日答
申）
４回

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

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。
対象者
（対象
地域）

現在の審議会委員の構成は以下のとおり
・知識経験者２名：富士大学教授、労働
基準監督署長
・団体推薦１０名：農業協同組合、商工
会議所、校長会、ＰＴＡ連合会、私立幼
稚園協議会、岩手県看護協会花巻地区支
部、社会福祉協議会、民生委員児童委員
協議会、人権擁護委員協議会、地域婦人
団体協議会
・公募委員１名

結果公表
の方法
及び時期

市ホームページに掲載するとともに、素
案を備え付けた施設で公表する。

１月８日市ホームページに掲載するととも
に、素案を備え付けた施設で公表した。

結果公表
の方法
及び時期

審議会開催後、市ホームページで公表す
る。

審議会開催後、市ホームページで公表し
た。

意見提出者９名、３９件
・表現の修正についての意見２５件のうち
１６件を反映
・表現・内容について賛同する意見６件
・施策を推進していくうえで留意すべき点
についての意見８件

○意見数
①10月24日 　2件（平成26年度）
② 6月 8日  15件
③ 9月 7日　23件
④ 1月21日 7件
合計　４７件
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資料２

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

方法③ パブリックコメントの実施 方法④ 審議会その他の附属機関における委員の公募

名　称 花巻市男女共同参画基本計画素案のパブリックコメント 名　称 花巻市男女共同参画審議会への諮問

○市民参画により効果があったことを記入してください ○市民参画により効果があったことを記入してください

　広く意見を募集することにより、男女共同参画について周知を図ることができた。また、様々
な意見を聴取し、計画素案に反映させることができた。

　様々な分野からなる委員構成とし、公募委員２名も含め、男女共同参画について幅広い視点か
ら意見を聴取することができた。

○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 ○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

　パブリックコメントの実施時期が予定より多少遅れたものの、結果の公表までをほぼ予定どお
り行った。

　平成２７年６月から一部委員が代わったため、計画策定方針の確認等を６月にも行い、９月に
中間報告をした。
　また、パブリックコメントの実施が少し遅れたため諮問は１月に行い、後日、会長から市長へ
答申があった。

○反省点があれば記入してください ○反省点があれば記入してください

　特になし 　特になし

○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 ○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

　特になし 　特になし
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資料２

○意見数
①１１月２５日　　２２件
②１２月１９日　　２４件
③　１月１５日　　１８件
　　　　合　計　　６４件

方法⑤ 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 方法⑥

名　称 関係団体との意見交換会
花巻市男女共同参画基本計画見直しにかか
る意見交換会

名　称

周知方法
及び

時　期

開催予定日の２週間以上前までに郵送等
により通知する。

開催予定日の２週間以上前までに郵送等に
より通知した。

周知方法
及び

時　期

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

平成２６年１１月～平成２７年１月
２回(11月、１月)

①平成２６年１１月２５日
②平成２６年１２月１９日
③平成２７年　１月１５日
場所：まなび学園女性団体活動交流スペー
ス

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

対象者
（対象
地域）

花巻市女性団体ネットワークの会(花巻
市地域婦人団体協議会、花巻農業協同組
合女性部など８団体)

花巻市女性団体ネットワークの会(花巻市地
域婦人団体協議会、花巻農業協同組合女性
部など８団体)

対象者
（対象
地域）

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

当初予定 実施内容 当初予定 実施内容

結果公表
の方法
及び時期

意見交換会開催後、市ホームページで公
表する。

意見交換会開催後、市ホームページで公表
した。

結果公表
の方法
及び時期

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等
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資料２

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

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総合評価

　

　

総合評価

方法⑤ その他適切と判断される方法 方法⑥

名　称 関係団体との意見交換会 名　称

○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

○市民参画により効果があったことを記入してください ○市民参画により効果があったことを記入してください

　女性が中心となって地域などで活動する団体から意見を聞くことができ、現状把握等につな
がった。

○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 ○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

　より多くの意見を聴取するため、３回に回数を増やして実施した。

○反省点があれば記入してください ○反省点があれば記入してください

　特になし

○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

　特になし

 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） 

 適切である 

 改善の余地あり 

 方 法 

 周 知 
 実施時期・場所等 

 結果公表 
 対象者（対象地域） 
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資料２

様式第４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２６・２７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。

結果公表
の方法
及び時期

H26年10月中旬に公表する。
H26年10月２１日に市ホームページに掲
載した。

結果公表
の方法
及び時期

会議実施後、15日程度で公表

市ホームページで会議結果を公表
①H26年８月28日
②H27年３月2日
③H28年１月7日
④H28年2月16日
⑤H28年2月24日

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

回収結果：回収枚数、回収率、（　）前回値

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

①～②環境基本計画見直しの趣旨や市民ア
ンケートの実施にかかる説明及びアンケー
ト結果についての報告につき、意見なし
③　43件
④　18件

市民：716、36％（665、33％）

事業者：101、51％（101、51％）

小学生：840、97％（952、98％）

中学生：910、95％（964、97％）

対象者
（対象
地域）

一般市民（16歳から79歳の2,000
人）、小中学生（小学４年生・中学２年
生全員）及び事業所（市内に住所を置く
200事業者）を対象として実施する。

一般市民（16歳から７9歳の2,000人）、
小中学生（小学４年生868人・中学２年生
959人）及び事業所（市内に住所を置く
200事業者）を対象として実施した。

対象者
（対象
地域）

・環境審議会委員（公募委員を含む）
20名

・環境審議会委員（公募委員１名を含む）
１９名

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

実施時期　H26年８月中旬から9月中旬
１回

H26年８月１９日から9月2日　１回

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

実施時期
H26　8月、1月
H27　7月、11月、12月、1月
（全体　６回）

①H26年8月4日（月）14:00～15:50
　生涯学園都市会館
②H27年2月17日（火）14:00～16:15
　生涯学園都市会館
③H27年12月24日（木）9:30～12:15
　生涯学園都市会館
④H28年1月28日（木）9:30～12:15
　生涯学園都市会館
⑤H28年2月5日（金）9:30～11:05
　市委員会室

周知方法
及び

時　期

広報はなまきH26年8月15日号やホー
ムページで周知するとともに、郵送でア
ンケート用紙を配布し、回収する。

広報はなまきH26年8月15日号やホーム
ページで周知するとともに、郵送でアン
ケート用紙を配布し、回収した。

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。

開催日の２週間以上前に郵送により通知し
た。①H26年7月17日
②H27年1月29日
③H27年11月30日
④H28年1月13日

名　称 市民アンケート 市民アンケート 名　称 環境審議会 環境審議会

方法① 意向調査の実施 意向調査の実施 方法② 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

対象の内容
・環境の保全及び創造に関する目標
・環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の方向

当初予定 実施内容 当初予定 実施内容

担当部署：生活環境課

担当者：　似内　泉　　　　　　内線（２５５）

対象の名称 新花巻市環境基本計画 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
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資料２

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

○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 ○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

特になし スケジュール管理を行いながら進めること。

特になし

平成27年1月に開催を予定していた環境審議会は、環境基本計画の見直しに関する議題と併せ
て、新エネルギービジョン素案について意見をいただく予定であったが、策定を延期したため、
開催日程が遅れた。
平成27年度においては、計画策定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 ○反省点があれば記入してください

特になし
審議会での意見が多く出たため、委員の意見を踏まえた素案に基づき、パブリックコメントの実
施ができればよかった。

○市民参画により効果があったことを記入してください ○市民参画により効果があったことを記入してください

環境について感じていることや行政に望む施策など、環境に関する意識について、さまざまな意
見をいただくことができた。

計画策定準備にあたる市民アンケートについて、委員へ内容を説明し理解を得ることができた。
当初、想定していたよりもたくさんの意見を聞くことができた。

○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 ○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

方法① 意向調査の実施 方法② 審議会その他の附属機関における委員の公募

名　称 市民アンケート 名　称 環境審議会
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資料２

結果公表
の方法
及び時期

会議実施後、15日程度で公表

市ホームページで会議結果を公表
①H27年6月4日
②H27年7月21日
③H27年10月14日

結果公表
の方法
及び時期

平成28年1月中旬に公表
平成28年2月1日、市ホームページ及び素
案を備え付けた施設にて公表

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

意見提出者数1名　意見件数2件

対象者
（対象
地域）

　環境分野に精通した活動を展開してい
る市民（山岳会、自然団体、廃棄物処理
事業者、市環境マイスター等２０名程
度）

　環境分野に精通した活動を展開している
市民（市環境マイスターや廃棄物処理事業
者など　18名）

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

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

H27.4月下旬から9月下旬　3回

①H27年５月１８日（月）13:30～15:30
　生涯学園都市会館
②H27年７月７日（火）13:30～15:25
　市会議室
③H27年10月２日（金）9:30～11:13
　生涯学園都市会館

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

H27年12月（1ヶ月間）
平成27年12月17日～平成28年1月18日
（33日間）

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。

開催日の３週間程度前に郵送で通知
①H27年4月23日
②H27年6月19日
③H27年9月10日

周知方法
及び

時　期

広報はなまきH27年11月15日号に掲
載するとともに、市ホームページに掲
載。素案については、生活環境課及び総
合政策部総務課、各総合支所市民サービ
ス課、まなび学園、各振興センター、各
保健センター、各市立図書館に備え付け
る。

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。素案につい
ては、生活環境課及び総合政策部総務課、
各総合支所市民サービス課、まなび学園、
各振興センター、花巻保健センター、各市
立図書館に備え付けた。

名　称 市民エコワーキング
花巻市環境基本計画策定市民エコワーキン
ググループ会議

名　称
花巻市環境基本計画（素案）パブリック
コメント

第2次花巻市環境基本計画（素案）パブリッ
クコメント

方法③ ワークショップの実施 ワークショップの実施 方法④ パブリックコメントの実施 パブリックコメントの実施

当初予定 実施内容 当初予定 実施内容
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資料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総合評価

　

　

○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 ○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

　特になし スケジュール管理を行いながら進めること。

総合評価

　庁内の意見調整のスケジュールが遅れたことから、第３回目の会議の開催時期が遅れることと
なった。

計画策定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 ○反省点があれば記入してください

　特になし
前計画策定時のパブリックコメントに比べ、意見提出が少なかった。パブリックコメントの実施
の時期がH27年12月中であればよかった。

○市民参画により効果があったことを記入してください ○市民参画により効果があったことを記入してください

　様々な環境分野で活動している方に集まっていただき、テーマに沿って話し合いをしていただ
いたことで、共通の課題意識を持ちながら、特定の分野に偏らないご意見を聞くことができた。

広く意見を募集することにより、環境基本計画（素案）ついて周知を図ることができた。

○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 ○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

方法③ ワークショップの実施 方法④ パブリックコメントの実施

名　称 市民エコワーキング 名　称 花巻市環境基本計画（素案）パブリックコメント

 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） 
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資料２

様式第４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年度　市 民 参 画 報 告 書 担当部署：市民生活部生活環境課

担当者：藤原拓也　　内線（２６６）

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。

結果公表
の方法
及び時期

平成27年10月
平成28年３月下旬、成案と併せてホーム
ページで公表

結果公表
の方法
及び時期

平成28年１月下旬 素案に反映させる意見なしのため公表せず

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

市民　997世帯（49.9％）
実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

活発な質疑が行われたが、素案に反映させ
る意見は出なかった。
６件

中学生　911人

対象者
（対象
地域）

無作為抽出した一般世帯2,000世帯を対
象

同左
対象者
（対象
地域）

花巻市公衆衛生組合連合会、花巻地区廃
棄物処理組合、花巻商工会議所、花巻市
地域婦人団体協議会

花巻地区廃棄物処理組合、花巻商工会議
所、花巻市地域婦人団体協議会、岩手県食
品衛生協会花巻支会

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

平成27年7月　1回 平成27年８月　1回

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

平成28年１月中旬　1回 平成28年2月22日　1回

周知方法
及び

時　期

広報はなまき6月15号や市ホームペー
ジで周知するとともに、郵送でアンケー
ト用紙を配布し返送していただく。

広報はなまき7月15日号や市ホームページ
で周知するとともに、郵送でアンケート用
紙を配布し返送していただいた。

周知方法
及び

時　期

開催予定日の２週間以上前までに郵送等
により通知する。

開催予定日の２週間以上前までに郵送等で
により通知した。

名　称 市民アンケート ごみに関する市民アンケート調査 名　称 関係団体から意見聴取
花巻市一般廃棄物（ごみ・し尿）処理基本
計画に係る意見交換会

当初予定 実施内容 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 方法② 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

対象の名称 花巻市一般廃棄物（ごみ・し尿）処理基本計画（改定） 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】
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、一般廃棄物（ごみ・し尿）の処理事業を計画的に推進するために策定している計画を改定する。
【内容】
・一般廃棄物の発生量、処理量の見込み及び目的　・一般廃棄物の排出の抑制のためのの方策
・一般廃棄物の収集を行う種類　・一般廃棄物の適正な処理及び実施するための事項
【区分】
　基本計画
【計画期間】
　平成28年度～平成37年度
【関係法令】
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項の規定により、一般廃棄物処理基本計画を定めなければならない。
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資料２

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

○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 ○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

スケジュール管理を行い、進捗状況を常に確認する。 特になし

アンケート調査内容及び結果の精査に時間を要し、実施時期を変更した。 素案作成に時間を要し、実施時期を変更した。

○反省点があれば記入してください ○反省点があれば記入してください

調査結果の分析に時間を要し、公表が遅れた。アンケート調査は、前年度実施したほうが、計画
策定により反映できるのではと感じました。

特になし

○市民参画により効果があったことを記入してください ○市民参画により効果があったことを記入してください

ごみの分別意識等の傾向及びごみの分別・収集等に係る意見を聴取することができた。 現場目線でのごみの減量等に係る意見を聴取することができた。

○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 ○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

方法① 意向調査の実施 方法② その他適切と判断される方法

名　称 市民アンケート 名　称 関係団体から意見聴取
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資料２

結果公表
の方法
及び時期

平成28年3月中旬
平成28年３月、市ホームページ及び素案を
備え付けた施設にて公表

結果公表
の方法
及び時期

平成28年3月
第１回は３月１日、第２回は３月1５日に、
市ホームページで会議結果を公表

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

意見提出者数 １事業所　意見件数 １件

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

第1回　22件

第2回　1件

対象者
（対象
地域）

全市民を対象として実施する 同左
対象者
（対象
地域）

20名以内
知識経験者11名・団体推薦９名
※現在、委嘱期間を満了している。

花巻市廃棄物減量等推進審議会委員　20名
（知識経験者1０名・団体推薦１０名）

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

平成28年１月中旬から２月中旬（１か
月間）

平成28年２月1日から３月2日（31日間）

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

平成28年１月中旬：諮問
平成28年２月下旬：協議（パブリック
コメント実施後）
平成28年２月下旬：答申

第1回
平成28年2月17日　9時30分から０時20
分
本庁舎302・303会議室

第2回
平成28年３月８日9時30分から１０時３0
分
本庁舎302・303会議室

周知方法
及び

時　期

広報はなまき12月15号に掲載するとと
もに、市のホームページを通じて周知す
る。
素案については、生活環境課及び総務
課、各総合支所市民サービス課、まなび
学園、各振興センター、各保健セン
ター、各図書館に備え付けるとともに、
市のホームページへ掲載する。

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。素案について
は、生活環境課及び総務課、各総合支所市
民サービス課、まなび学園、各振興セン
ター、花巻保健センター、各市立図書館に
備え付けた。

周知方法
及び

時　期

開催予定日の２週間以上前までに郵送等
でにより通知する。

開催予定日の２週間以上前までに郵送等で
により通知した。

名　称
花巻市一般廃棄物処理基本計画素案のパ
ブリックコメント

第2次花巻市一般廃棄物処理基本計画（ご
み、し尿）素案に関するパブリックコメン
ト

名　称 廃棄物減量等推進審議会への諮問 廃棄物減量等推進審議会への諮問

方法③ パブリックコメントの実施 パブリックコメントの実施 方法④ 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

当初予定 実施内容 当初予定 実施内容
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資料２

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

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総合評価

　

　

総合評価

○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 ○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

パブリックコメント実施の周知について、検討が必要 意見交換の時間を十分確保できるよう、時間設定及び配分に配慮が必要である。

素案作成に時間を要し、実施時期を変更した。 素案作成に時間を要し、実施時期を変更した。

○反省点があれば記入してください ○反省点があれば記入してください

パブリックコメントの提出意見が少なかった。 内容説明に時間を要し、意見交換の時間が短くなってしまった。

○市民参画により効果があったことを記入してください ○市民参画により効果があったことを記入してください

計画案について、市民の方に広く周知を図ることができた いろいろな角度からの視点で意見等が出され、素案等の理解が深められた。

○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 ○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

方法③ パブリックコメントの実施 方法④ その他適切と判断される方法

名　称 花巻市一般廃棄物処理基本計画素案のパブリックコメント 名　称 廃棄物減量等推進審議会への諮問

 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） 
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資料２

様式第４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27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。

結果公表
の方法
及び時期

４月５日に市ホームページに掲載した
結果公表
の方法
及び時期

1月中 ４月12日に市ホームページに掲載した

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

１回目　委員１５名　意見２１件
２回目　委員１２名　意見４件
３回目　委員　９名　意見４７件
４回目　委員１１名　意見5件

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

意見提出者１０名、意見数４３件

対象者
（対象
地域）

花巻市教育振興審議会の構成委員は以下の団体の代表及び公

募によるものであること。

大学教授、市教育振興運動協議会、市校長会、市PTA連合

会、私立幼稚園協議会、高等学校長、市体育協会、花巻青年
会議所、法人立保育所協議会、学童クラブ、保育園保護者
会、障がい児者施設

花巻市教育振興審議会の構成委員は以下の団体の代表及び公募に

よるものであること。

大学教授、市教育振興運動協議会、市校長会、市PTA連合会、私

立幼稚園協議会、高等学校長、市体育協会、花巻青年会議所、法
人立保育所協議会、学童クラブ、保育園保護者会、障がい児者施
設

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。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

11月中に１回、１月中に１回

１回目　H27年７月23日　14時～
　　　　石鳥谷総合支所
２回目　H27年８月21日　10時～
　　　　石鳥谷総合支所
３回目　H27年10月29日　10時～
　　　　石鳥谷総合支所
４回目　H28年３月７日　10時～
　　　　花巻市交流会館

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

11月（1カ月間）

平成27年12月21日（月）　から

平成28年１月27日（水）　まで

※年末年始の休暇を考慮したもの

周知方法
及び

時　期

各開催予定日の２週間以上前に郵送等に
より通知する。

各開催予定日の２週間以上前に郵送等によ
り通知した。

周知方法
及び

時　期

広報はなまき1０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、パブリックコメント指
針に基づき、当課、総合政策部総務課、
各総合支所地域振興課、まなび学園、各
振興センター、各保健センター、各図書
館に備え付ける。

広報はなまき12月15日号掲載するととも
に、市ホームページに掲載した。
素案については、当課、総合政策部総務
課、各総合支所地域振興課、まなび学園、
各振興センター、各保健センター、各図書
館に備え付けた。

名　称 花巻市教育振興審議会での審議 花巻市教育振興審議会での審議 名　称
花巻市教育振興基本計画（素案）のパブ
リックコメント

花巻市教育振興基本計画（素案）のパブ
リックコメント

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 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

対象の内容

【目的】本市教育の進むべき方向と、それを実現するための基本的な施策と目標を明らかにするため策定
【内容】長期的な展望に立ち、本市の教育振興の方向と目標及びこれらを達成するための基本的な行政施策と事業を総合的に明らかにするものであり、花巻市総合計画の教育部門
（競技・生涯スポーツ、芸術文化（文化財の保護活用以外のもの）、生涯学習を除く）の具体的な内容を示し、総合計画と一体的に運用される計画
【区分】基本計画　【基本計画】平成28年度～平成32年度　【関係法令】教育基本法

当初予定 実施内容 当初予定 実施内容

担当部署：教育部教育企画課

担当者：佐々木英智　　内線（9-30-323）

対象の名称 花巻市教育振興基本計画 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
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資料２

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

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総合評価

　

　

○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 ○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

特になし 特になし

総合評価

回数２→４
理由
策定について教育委員より「より広く意見を伺うこと」との意見を受けて、花巻市PTA連合会
役員へアンケートを実施したことにより、意見結果を審議の機会が増えたもの

時期11月→１２～１月
理由
アンケートや意見聴取の機会を追加したため、素案調整に時間を要した。

○反省点があれば記入してください ○反省点があれば記入してください

特になし 特になし

○市民参画により効果があったことを記入してください ○市民参画により効果があったことを記入してください

様々な団体の代表及び公募委員から教育振興について、多くの意見を聴くことができた。
広く意見を募集することにより、教育振興について周知することができた。
また、様々な意見を聴取し、計画素案に反映させることができた。

○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 ○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

方法① 審議会その他の附属機関における委員の公募 方法② パブリックコメントの実施

名　称 花巻市教育振興審議会での審議 名　称 花巻市教育振興基本計画（素案）のパブリックコメント

 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） 

06花巻市教育振興基本計画16/30



資料２

様式第４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27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。

結果公表
の方法
及び時期

１月下旬
大迫４地区の振興センターだよりに掲載し
ている（７月、８月）

結果公表
の方法
及び時期

2月下旬
会議結果は市ホームページに掲載している
（８月２８日）

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

第１回　３1人
実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

第2回　1２人

第２回　２３人

第３回　２１人

対象者
（対象
地域）

大迫中学校PTA

小中PTA代表、学校職員、学校同窓会、保育園保
護者代表、教育振興運動実践協議会、市会議員、
地域協議代表、行政区長、民生委員児童委員代
表、主任児童委員、コミュニティー会議代表、体
育団体、芸術文化団体、産業経済団体代表、学校
評議員

対象者
（対象
地域）

花巻市教育振興審議会の構成委員は以下の団体の代
表及び公募（２名）によるものであること。
大学教授、市教育振興運動協議会、市校長会、市
PTA連合会、私立幼稚園協議会、高等学校長、市体
育協会、花巻青年会議所、法人立保育所協議会、学
童クラブ、保育園保護者会、障がい児者施設

同左

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

１月上旬　１回

第1回協議会
平成27年6月26日18 : 30～　大迫交流活性化
センター
第2回協議会
平成27年7月16日18 : 00～　大迫総合支所
第3回協議会
平成27年8月2５日18：30～　大迫総合支所

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

１月下旬　１回

第２回審議会
平成2７年８月２１日10：00～　石鳥谷総合支
所

周知方法
及び

時　期

開催予定日の２週間以上前に郵送等によ
り通知する。

開催予定日の２週間以上前に郵送等により
通知した。

周知方法
及び

時　期

開催予定日の２週間以上前に郵送等によ
り通知する。

開催予定日の２週間以上前に郵送等により
通知した。

名　称 関係団体等からの意見聴取 大迫中学校改築促進協議会での審議 名　称 花巻市教育振興審議会での審議 花巻市教育振興審議会での審議

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 方法② 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

対象の内容 大迫中学校整備に係る概要

当初予定 実施内容 当初予定 実施内容

担当部署：教育部教育企画課

担当者：佐々木英智　　内線（9-30-323）

対象の名称 大迫中学校整備計画 対象区分 (特定地域)建物
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資料２

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

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総合評価

　

　

○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 ○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

特になし 特になし

総合評価

開催時期は事業スケジュールの確定による
開催回数は構造（木造、RC造）に関する協議が発生したことによる。

開催時期は事業スケジュールの確定による

○反省点があれば記入してください ○反省点があれば記入してください

特になし 特になし

○市民参画により効果があったことを記入してください ○市民参画により効果があったことを記入してください

大迫地域の様々な団体の代表から多くの意見を聴くことができた。 様々な団体の代表及び公募委員から意見を聴くことができた。

○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 ○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

方法① その他適切と判断される方法 方法② 審議会その他の附属機関における委員の公募

名　称 関係団体等からの意見聴取 名　称 花巻市教育振興審議会での審議

 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） 
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資料２

様式第４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　27　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。

結果公表
の方法
及び時期

8月中旬
11月

審議会等の会議の公開に関する指針に基づ
き、各協議会ごとに会議録をHPで公表し
た。

結果公表
の方法
及び時期

8月中旬
11月

提出された意見は、全て、まち・ひと・し
ごと創生有識者会議へ報告した。

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

8月18日11名　10月13日花巻10名
8月20日　8名　　　　　　石鳥谷12名
8月25日　9名　10月15日　9名
8月28日13名　10月19日12名

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

参加者数
花巻地区　20名
大迫地区　14名
石鳥谷地区　7名
東和地区　   5名

対象者
（対象
地域）

花巻市総合計画審議会、花巻市地域自治
推進委員会、花巻市大迫地域協議会、花
巻市石鳥谷地域協議会、花巻市東和地域
協議会

花巻市地域自治推進委員会、花巻市大迫地
域協議会、花巻市石鳥谷地域協議会、花巻
市東和地域協議会

対象者
（対象
地域）

全市民を対象として、本庁及び各総合支
所で開催する。

全市民対象

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

７月下旬　各１回
10月中旬　各１回

8月18日　花巻市石鳥谷地域協議会
8月20日　花巻市東和地域協議会
8月25日　花巻市地域自治推進委員会
8月28日　花巻市大迫地域協議会

10月13日　花巻市地域自治推進委員会
　　　　　　花巻市石鳥谷地域協議会
10月15日　花巻市花巻市東和地域協議会
10月19日　花巻市大迫地域協議会

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

７月下旬　４カ所各１回
10月中旬　４カ所各１回

10月13日　石鳥谷生涯学習会館
10月14日　花巻市文化会館
10月15日　東和総合支所
10月19日　大迫交流活性化センター

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。

開催日の２週間以上前に郵送により通知。
周知方法
及び

時　期

広報はなまきに掲載するとともに、市
ホームページに掲載する。
素案及び案については、事前周知を図る
ため、説明会開催前に秘書政策課、各総
合支所地域振興課、まなび学園、各振興
センター、花巻保健センター、各市立図
書館に備え付ける。

市ホームページ、フェイスブックに掲載す
るとともに、開催チラシを各行政区の班回
覧とした。

名　称 関係団体等からの意見聴取 関係団体等からの意見聴取 名　称 市民説明会 市民との意見交換会

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 方法② 意見交換会の開催 意見交換会の開催

対象の内容

【目的】まち・ひと・しごと創生法に基づき、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少、流出に歯止めをかけるとともに、住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある
社会を維持していくため、「地方人口ビジョン」と「地方版総合戦略」を策定。
【内容】「地方人口ビジョン」　本市人口の現状と将来の姿、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を示す。
　　　　「地方版総合戦略」　　人口ビジョンを踏まえ、地域の実情に応じた政策分野ごとの目標や施策の基本的方向、具体的な施策を示す。
【区分】　基本構想～基本計画～実施計画
【計画期間】「人口ビジョン」～2060年　　「総合戦略」平成27～31年度
【策定根拠】　まち・ひと・しごと創生法第１０条

当初予定 実施内容 当初予定 実施内容

担当部署：総合政策部秘書政策課

担当者：赤坂秀樹　　　　内線（211）

対象の名称 花巻市人口ビジョン・花巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略 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
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資料２

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

○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 ○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

特になし スケジュール管理の徹底

別に設置した「花巻市まち・ひと・しごと創生有識者会議」の構成委員と重複する方が多いた
め、花巻市総合計画審議会からは意見を聴取しないこととした。

素案及び案の作成に時間を要したこと、また、計画に対する意見聴取ではなく、市民からアイ
ディアを頂く手法としたため、７月の市民説明会を開催せず、別に市民ワークショップを開催し
た。

○反省点があれば記入してください ○反省点があれば記入してください

特になし
素案及び案の作成に時間を要したことから、市広報への掲載及び事前の備え付けができなかっ
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 ○市民参画により効果があったことを記入してください

本市の人口減少や雇用等の現状を共有し、人口の減少、流出に歯止めをかけるための施策につい
て様々な意見を聴取することができた。

本市の人口減少や雇用等の現状を共有し、人口の減少、流出に歯止めをかけるための施策につい
て様々な意見を聴取することができた。

○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 ○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

方法① その他適切と判断される方法 方法② 意見交換会の開催

名　称 関係団体等からの意見聴取 名　称 市民説明会
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資料２

結果公表
の方法
及び時期

提出された意見は、全て、まち・ひと・し
ごと創生有識者会議へ報告した。

結果公表
の方法
及び時期

審議会等の会議の公開に関する指針に基づ
き、会議録をHPで公表した。

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

9月28日　85名
10月10日　石鳥谷生涯学習会館　19名
　　　　　　花北振興センター　　23名
10月21日　大迫地域28名
10月29日　東和地域28名
10月30日　大迫地域23名
11月11日　東和地域25名

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

５月７日　１４名
８月４日　１２名
１０月９日　１３名
１０月２６日　１０名
３月１７日　８名

対象者
（対象
地域）

大迫地域、東和地域
対象者
（対象
地域）

有識者会議委員１７名
（住民代表者、.産業界の有識者、行政機関
の有識者、教育機関の有識者、金融機関の
有識者、労働団体の有識者、メディアの有
識者）

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

9月28日　　なはんプラザ
10月10日　石鳥谷生涯学習会館
　　　　　　花北振興センター
10月21日　大迫活性化センター
10月29日　東和総合福祉センター
10月30日　大迫総合支所
11月11日　東和総合支所

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

第１回　５月７日　人口ビジョン・総合戦
略の概要説明
第２回　８月４日　人口ビジョン（素
案）・総合戦略（素案）について
第３回　１０月９日　人口ビジョン
（案）・総合戦略（案）について
第４回　１０月２６日　人口ビジョン・総
合戦略の策定について
第５回　３月１７日　総合戦略改訂版につ
いて

周知方法
及び

時　期

市ホームページ、フェイスブックに掲載す
るとともに、関係する市内の約150団体に
開催案内を送付。
また、大迫地域と東和地域では、再度各コ
ミュニティ会議に周知。

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。

名　称
人口減少と地方創生を考える市民ワーク
ショップ

名　称 花巻市まち・ひと・しごと創生有識者会議

方法③ ワークショップの実施 方法④ その他適切と判断される方法

当初予定 実施内容 当初予定 実施内容
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資料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総合評価

　

　

○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 ○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

特になし 特になし

総合評価

本市が抱える人口減少への意識の共有を図るため、また、総合戦略に掲げる基本目標の達成のた
めの手段となる施策や事業を検討するうえで、市民からの意見を反映するための有効な手段とし
てワークショップを実施した。

特になし

○反省点があれば記入してください ○反省点があれば記入してください

特になし 特になし

○市民参画により効果があったことを記入してください ○市民参画により効果があったことを記入してください

本市の人口減少や雇用等の現状を共有し、人口の減少、流出に歯止めをかけるための施策につい
て様々な意見を聴取することができた。
大迫地域、東和地域については、各地域の課題や将来人口の見通しを共有し、また、地域の資源
を活用した取り組みについて、様々なアイディアが出された。

本市の人口減少や雇用等の現状を共有し、人口の減少、流出に歯止めをかけるための施策につい
て様々な意見を聴取することができた。

○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 ○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

方法③ ワークショップの実施 方法④ その他適切と判断される方法

名　称 人口減少と地方創生を考える市民ワークショップ 名　称 花巻市まち・ひと・しごと創生有識者会議

 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） 
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資料２

様式第４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７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。

担当部署：総合政策部秘書政策課

担当者：高橋　誠　　　　　　　　　内線（471）

対象の名称 新市建設計画（計画期間の延長） 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】
市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づき、合併後の新市の一体感の速やかな確立と住民福祉の向上等を図るため策定
【内容】
新市建設計画の基本方針、これを実現するための主要施策、公共的施設の適正配置と整備の方針及び財政計画を中心に構成
【区分】
基本計画
【計画期間】
平成１８年度～平成３７年度
【関係法令】
・市町村の合併に関する法律第６条第１項

当初予定 実施内容 当初予定 実施内容

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 方法② 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

名　称
総合計画審議会、地域協議会、自治推進
委員会からの意見聴取

地域協議会、自治推進委員会からの意見聴
取

名　称
花巻市新市建設計画（素案）市民説明会
の開催

花巻市新市建設計画（素案）市民説明会の
開催

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。

地域協議会、自治推進委員会各委員への案
内通知

周知方法
及び

時　期

広報はなまき９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、当課及び各総合支所地
域振興課、まなび学園、各振興セン
ター、花巻市保健センター、各市立図書
館に備え付けるとともに、市ホームペー
ジに掲載する。

市のホームページに掲載したほか、各コ
ミュニティ会議の代表等に市民説明会の開
催案内を送付した。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

平成２７年１０月、１２月　計各2回

【事前説明】
地域自治推進委員会　H28.１.８
大迫地域協議会　H27.12.22
石鳥谷地域協議会　H27.12.15
東和地域協議会　H27.12.24
【諮問】
地域自治推進委員会　H28.2.3
大迫地域協議会　H28.2.4
石鳥谷地域協議会　H28.2.3
東和地域協議会　H28.2.5

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

平成２７年１０月から１１月　４回（花
巻、大迫、石鳥谷、東和各１回）

石鳥谷会場　H28.1.25
　（石鳥谷生涯学習会館）
    ※　大迫⇔石鳥谷　間で送迎バス運行

花巻会場　　H28.1.26
　（まなび学園）
　※　東和⇔花巻　間で送迎バス運行

対象者
（対象
地域）

花巻市総合計画審議会、花巻市自治推進
委員会、大迫地域協議会、石鳥谷地域協
議会、東和地域協議会

地域自治推進委員会、大迫地域協議会、石
鳥谷地域協議会、東和地域協議会

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。

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

地域自治推進委員会、地域協議会とも原案
を可とする答申を受けた。
但し、附帯意見７件

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

活発な質疑が行われたが、計画案の修正等
の意見等はなかった。
石鳥谷　参加者１５名　質問・意見８件
花巻　　参加者２１名　質問・意見７件

結果公表
の方法
及び時期

11月
1２月

審議会等の会議の公開に関する指針に基づ
き、各協議会ごとに会議録をHPで公表し
た。

結果公表
の方法
及び時期

11月下旬
計画案の修正にかかる意見等なかったた
め、公表なし
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資料２

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

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

方法① その他適切と判断される方法 方法② その他適切と判断される方法

名　称 総合計画審議会、地域協議会、自治推進委員会からの意見聴取 名　称 花巻市新市建設計画（素案）市民説明会の開催

○市民参画により効果があったことを記入してください ○市民参画により効果があったことを記入してください

さまざまな意見をきくことができた。 さまざまな意見を聞くことができた。

○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 ○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

新市建設計画の変更については、「計画期間の延長」「新規事業の追加」等軽微な変更内容と
なっているため、総合計画審議会で審議すべき案件ではないと判断した。

素案作成に時間を要したため、開催回数を2回に変更し、1月に開催した。

○反省点があれば記入してください ○反省点があれば記入してください

開催時期が遅くなった。 周知期間が短かった。

○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 ○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

スケジュール管理の改善 策定作業に時間を要し、市民説明会の開催が遅れたことの周知が必要

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） 
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資料２

様式第４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７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。

結果公表
の方法
及び時期

７月下旬

７月２１日に市のホームページに掲載する
とともに、１１月５日に当課及び総務課、
各振興センターに備え付けたほか、各団体
へ送付した。
　うち避難所については、広報はなまき８
月1日号に掲載し、１１月１日にハザード
マップを全世帯に配布した。

結果公表
の方法
及び時期

８月中に公表する

７月２１日に市のホームページに掲載する
とともに、１１月５日に当課及び総務課、
各振興センターに備え付けたほか、各団体
へ送付した。
　うち避難所については、広報はなまき８
月1日号に掲載し、１１月１日にハザード
マップを全世帯に配布した。

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

意見提出地区　１４地区
桜木町、新田（あらた）、古舘、亀ケ森第
８、亀ケ森第７、内川目第１、鍛治町、二
枚橋駅前、中根子、南中根子、直町(八幡第
７区）、南川原、熊野、土沢第６区

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

なし

対象者
（対象
地域）

自主防災組織　２０６
自主防災組織未結成の行政区　２０

自主防災組織　２０６
自主防災組織未結成の行政区　２０

対象者
（対象
地域）

全市民を対象として実施する 同左

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

４月中旬から下旬(２週間）

住民説明会を行った地区
６月１５日　二枚橋駅前
６月１６日　中根子
６月１７日　南中根子
６月２３日　南川原
６月２６日　熊野

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

H27年６月9日から７月８日（１か月
間）

６月9日から７月８日（１か月間）

周知方法
及び

時　期

自主防災組織(未結成の地区は行政区
長）宛てに郵送により通知する(４月中
旬）

４月１３日自主防災組織(未結成の地区は行
政区長）宛てに郵送により通知した。ま
た、意見のあった地区については、避難所
の見直し案の住民説明会を行った。

周知方法
及び

時　期

広報はなまき６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、当課及び総務課、総合
支所地域振興課、振興センター、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６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、当課及び総務課、総合支
所地域振興課、振興センター、図書館、ま
なび学園、花巻保健センターに備え付け
た。

名　称
自主防災組織(未結成の地区は行政区
長）への意向調査

同左 名　称
花巻市地域防災計画見直し素案パブリッ
クコメント

同左

方法① 意向調査の実施 意向調査の実施 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

対象の内容

【目的】災害対策基本法の規定に基づき、花巻市の全域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護するための計画
【内容】災害対策上必要な災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興計画に関する事項の見直し
【区分】基本計画【計画期間】設定なし(平成２７年度～）
【法令等に基づく改正の場合】災害対策基本法第４２条※平成２７年３月の岩手県地域防災計画の変更により花巻市地域防災計画を見直しするもの。

当初予定 実施内容 当初予定 実施内容

担当部署：防災危機管理課

担当者：赤沼　雅仁　　　内線（４７６）

対象の名称 花巻市地域防災計画 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
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資料２

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

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総合評価

　

　

○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 ○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

特になし 特になし

総合評価

　自主防災組織等へ意向調査の意見を反映させた上で、今後迷わないように、直接住民説明会で
避難所を確認できた。

特になし

○反省点があれば記入してください ○反省点があれば記入してください

特になし 特になし

○市民参画により効果があったことを記入してください ○市民参画により効果があったことを記入してください

　学校区の境目の地区について、振興センターの地区と異なる場合があるが、市民の意見を反映
した避難所の指定ができた。

意見はなかったが、広報掲載などを通して計画を市民に周知する機会となった。

○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 ○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

方法① 意向調査の実施 方法② パブリックコメントの実施

名　称 自主防災組織(未結成の地区は行政区長）への意向調査 名　称 花巻市地域防災計画見直し素案パブリックコメント

 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） 
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資料２

様式第４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７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。

結果公表
の方法
及び時期

市ホームページに掲載（7月） 市ホームページに掲載（８月）
結果公表
の方法
及び時期

市ホームページに掲載（2月）
平成28年３月１８日、市ホームページ及び
素案を備え付けた施設にて公表した。

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

回答者数　963人 意見提出者数 ３名　意見件数 ２６件

回答率　   ３８．５２％

対象者
（対象
地域）

市民２，５００人
（回収数１，１００枚以上を期待）
満１５歳から７９歳までの市民から無作
為年代別男女別抽出

市民２，５００人
（回収数１，１００枚以上を期待）
満１５歳から７９歳までの市民から無作為
抽出

対象者
（対象
地域）

全市民を対象として実施 全市民を対象として実施

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

平成２７年６月発送・回収
（７月集計）

平成２７年６月発送・回収
（７月集計）

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

平成２７年１２月下旬から平成２８年１
月下旬

平成28年1月29日～平成28年２月29日
（3２日間）

周知方法
及び

時　期

広報はなまき６月１日号に掲載するとと
もに、市ホームページに掲載

広報はなまき６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。

周知方法
及び

時　期

広報はなまき・市ホームページへ掲載す
る。
素案については、当課及び総務課、各総
合支所地域振興課、まなび学園、石鳥谷
生涯学習会館、各振興センター、各保健
センター、各市立図書館に備え付ける。

広報はなまき１月１５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、当課及び総務課、各総合
支所地域振興課、まなび学園、各振興セン
ター、花巻保健センター、各市立図書館に
備え付けた。

名　称 市民アンケート
生涯学習に関する市民意識調査
（市民アンケート）

名　称
花巻市生涯学習振興計画素案のパブリッ
クコメント

第二期花巻市生涯学習振興計画（素案）に
関するパブリックコメント

方法① 意向調査の実施 意向調査の実施 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

対象の内容

【目的】 平成20年３月に策定した花巻市生涯学習振興計画が平成２７年度をもって計画期間が終了することから、次期計画を策定する
【内容】 総合計画の分野別関連計画とし、同計画の実効性を確保・補完していくため、生涯学習施策の体系及び方向性を示し、生涯学習を具体的に推進していくための取り組みを
　　　　 設定
【区分】 基本計画
【計画期間】 平成２８年度から平成３２年度（５年間）
【関係法令】
　(1)　教育基本法　第３条（生涯学習の理念）
　(2)　生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律　第１１条（市町村の連携協力体制）
　(3)　社会教育法　第３条（国及び地方公共団体の任務）第２項（学習機会の提供と奨励）・第３項（社会教育と学校教育の連携、家庭教育の向上）
　(4)　学校教育法　第３０条（生涯にわたり学習する基盤を培う）・第３１条（第３０条の目的達成のため体験活動等の実施にあたっての社会教育（団体）と学校との連携）

当初予定 実施内容 当初予定 実施内容

担当部署：生涯学習部生涯学習課

担当者：　上野　剛　　　　内線（401）

対象の名称 花巻市生涯学習振興計画 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
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資料２

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

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総合評価

　

　

○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 ○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

アンケートの際には、用語解説にも留意して実施することとする。 特になし

総合評価

・予定どおり実施 　・予定よりも計画素案の調整に期間を要したため、実施時期を変更した。

○反省点があれば記入してください ○反省点があれば記入してください

・用語解説が不十分だった。
特になし

○市民参画により効果があったことを記入してください ○市民参画により効果があったことを記入してください

・市民の意見を幅広く聞き取ることができ、市民の生涯学習に関する現状・ニーズ等、基礎デー
タを把握することができた。

　・計画素案への意見を多く頂戴することができた。

○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 ○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

方法① 意向調査の実施 方法② パブリックコメントの実施

名　称 市民アンケート 名　称 花巻市生涯学習振興計画素案のパブリックコメント

 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） 
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資料２

様式第４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27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。

結果公表
の方法
及び時期

意見の内容については、計画策定の参考と
するもので、意見交換の結果については公
表していない。（パブリックコメント時に
は反映すべき意見を反映させてパブコメ案
として公表）

結果公表
の方法
及び時期

提出された意見について、意見に対する
市の考え方を付して公表する

平成28年4月1日提出された意見に対する
市の考え方を付してI市ホームページにて公
表

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

①は23件の意見

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

2名、2件

②は15件の意見

③は25件の意見

対象者
（対象
地域）

市内の保育所運営法人及び幼稚園運営法
人等
公立保育園の保護者会及び地域住民等

関係団体が一堂に会しての意見交換会とし
たために、対象地域を分けずに開催した

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。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

6月から8月、10月から12月
運営法人及び保護者会は個別に実施、地
域は各1回

①「法人立保育園・私立幼稚園・小規模保
育事業所の園長との意見交換会」8月28日
開催（27園中26園出席）
②「公立保育園保護者会代表者との意見交
換会」10月16日（15園中13園出席）
③「法人立保育園・私立幼稚園運営法人の
理事長との意見交換会」１０月２６日開催
（18法人中13法人出席）

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

11月上旬から下旬（1か月間）
平成28年1月25日～平成28年2月24日ま
で
（1か月間）

周知方法
及び

時　期

開催日の2週間前に連絡し、日程調整を
行う。

開催日の概ね10日前に送付。
周知方法
及び

時　期

広報はなまき10月15日号に掲載すると
とともに、市ホームページに掲載する。
素案については、当課および行政情報セ
ンター、各総合支所地域振興課、まなび
学園、各振興センター、各保健セン
ター、各市立図書館へ備え付ける。

広報はなまき1月15日号に掲載し、当課お
よび行政情報センター、各総合支所地域振
興課、まなび学園、各振興センター、各保
健センター、各市立図書館へ備え付け
ホームページを作成し、意見をメール送信
できるようにした。

名　称 関係団体等からの意見聴取 関係団体との意見交換会 名　称
公立保育所再編指針（素案）パブリック
コメント

花巻市公立保育園再編指針（素案）パブ
リックコメント

方法① その他適切と判断される方法 意見交換会の開催 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

対象の内容

【目的】保育サービスの更なる充実と質の向上を目指し、統廃合や民営化を通じて公立保育園を新たに再編成するための指針
【内容】統廃合や民営化を通じて公立保育園を再編成するための指針
【区分】基本方針
【計画期間】平成27年度～平成31年度

当初予定 実施内容 当初予定 実施内容

担当部署：教育部　こども課

担当者：　八重樫祐加　内線（9-30-344）

対象の名称 公立保育所再編指針→「花巻市公立保育園再編指針」 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

16公立保育所再編指針29/30



資料２

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

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総合評価

　

　

○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 ○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

特になし 意見提出方法について、HPへ入力用フォーム設置を行うなど具体的に意見をまとめやすいよう改善が必要。

総合評価

当初、関係団体からの個別に意見聴取を想定していたが、民営化の条件など、様々な質問が出る
ことが想定されたため、団体ごとに違う回答とならないように、関係者が一堂に会し意見交換と
いう形で意見を集約することとした。
当日の欠席者には、配布資料と顛末を送付。

法人等関係者との意見交換にて出された意見を指針に反映させて「パブコメ案」としたために、
実施時期が遅くなった。

○反省点があれば記入してください ○反省点があれば記入してください

特になし 意見の数が少なかった。

○市民参画により効果があったことを記入してください ○市民参画により効果があったことを記入してください

・一堂に会したことにより、質問への回答を出席者が共有することができ、また、質問への回答
に対しさらに質問をいただくなど、出席者が計画案の理解を深めることができた。
・保育園の再編について、民営化については民営化を受ける法人の意向を反映させ、関係者が納
得できる指針の策定が行えた。
・保護者の不安な点なども聞き取ることができ、意見の内容を詳しく確認できた。

ホームページに掲載して広く意見を求めることにより、興味のある市民に対し計画の周知が図ら
れた。

○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 ○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

方法① その他適切と判断される方法 方法② パブリックコメントの実施

名　称 関係団体等からの意見聴取 名　称 公立保育所再編指針（素案）パブリックコメント

 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） 
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