
第12回　推進委員会　資料１

様式第４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２３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。

対象の内容

【目的】市民が住み慣れた地域で安心して豊かな生活を送ることができる社会を実現するため、市の保健福祉の総合的な指針となる計画を策定する。
【内容】保健福祉が目指す姿、基本姿勢、目指す姿の実現に向けた施策等、計画推進の指標等
【区分】基本計画
【計画機関】平成２４年度～平成３３年度

当初予定 実施内容 当初予定

担当部署：生活福祉部地域福祉課

担当者：小原具美子　内線（５９２）

対象の名称 保健福祉総合計画 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

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

名　称
障がい者意識調査
健康づくりアンケート

同左 名　称

関係団体からの聴き取り
介護保険運営協議会での審議
健康づくり推進協議会での審議

意見聴取会
介護保険運営協議会での審議
健康づくり推進協議会での審議

周知方法
及び

時　期

【障がい者意識調査】
７月上旬に調査票を郵送する

【健康づくりアンケート】
・広報紙において周知し、６月上旬に調
査票を郵送する。
・小学生、中学生、高校生は、学校に調
査票を依頼する。
・妊婦・乳幼児の保護者については、各
保健センター来所時に調査票の記載をし
てもらう。

【障がい者意識調査】
９月に調査票を郵送した。

【健康づくりアンケート】

同左 周知方法
及び

時　期

開催日の２週間以上前に開催通知を送付
する。

開催日の２週間前までに開催通知した。
会議資料を前もって配布した。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

【障がい者意識調査】
７月～８月に実施し、回答用紙を返信用
封筒にて返送してもらう。調査期間は３
週間とする。

【健康づくりアンケート】
６月～７月に実施する。

【障がい者アンケート】
９月に回答用紙を返信用封筒にて返送する
方法で実施した。
　調査期間　９月８日～９月１９日

【健康づくりアンケート】
２０歳以上の市民
　６月１５日～６月３０日
妊婦・乳幼児の保護者
　３月～８月
小・中・高校生
　６月１５日～６月３０日

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

【関係団体からの聴き取り】
８月下旬から９月に５回実施する

【介護保険運営協議会】
７月・８月・１０月・１月頃に４回実施
する

【健康づくり推進協議会】
平成２３年７月～平成２４年２月に３回
実施する。

【意見聴取会】
①8月31日16:00～17:30ホテル花城
②9月8日15:30～17:15花巻市交流会館
③9月13日15:30～17:00花巻市交流会館
④9月20日15:30～17:00花巻市交流会館

【介護保険運営協議会】
①7月22日13:30～14:35花巻保健ｾﾝﾀｰ
②11月2日13:30～14:45花巻市文化会館
③11月18日13:30～15:10花巻市文化会
館
④2月17日13:30～15:00花巻市文化会館

【健康づくり推進協議会】
①8月9日13:30～14:30花巻保健ｾﾝﾀｰ
②9月22日14:00～15:20花巻保健ｾﾝﾀｰ
③11月1日13:30～14:40花巻保健ｾﾝﾀｰ
④2月9日13:30～14:40花巻保健セン
ター



【障がい者アンケート】
1,261人から回答（回収率63.1%）

【健康づくりアンケート】
回答者数
２０歳以上の市民  1,014人
　　　　　　　　　(回収率50.7%)
妊婦　280人
乳幼児の保護者　1,207人
小学６年生　915人
中学３年生　965人
市内高校３年生　1,005人

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

【意見聴取会】
民生委員児童委員、ｺﾐｭﾆﾃｨ会議保健福祉部
会、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体、社会福祉協議会、自主防
災組織、ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ推進ﾈｯﾄﾜｰｸ、防犯協
会、花巻警察署

【介護保険運営協議会】
学識経験者、医療、介護保険施設、公募一
般市民

【健康づくり推進協議会】
構成員19名

【障がい者アンケート】
１０月上旬に公表する

【健康づくりアンケート】
９月に公表

【障がい者アンケート】
第3回花巻市保健福祉総合計画策定委員会
で提示するとともに、12月に市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ
掲載した。

【健康づくりアンケート】
市ホームページに掲載
各総合支所、各保健センター、各図書館、
各振興センター、まなび学園に備え付けた
公表期間
１０月７日～１０月２８日

結果公表
の方法

及び時期

【関係団体からの聴き取り】
9月下旬

対象者
（対象
地域）

【障がい者アンケート】
花巻市が援護を実施している障がい者、
市内に居住する障がい者2,000名
花巻市の利用者が利用している施設及び
事業所

【健康づくりアンケート】
・２０歳以上の市民２,２００人無作為
抽出
・妊婦 約400人
・乳幼児の保護者 約８００人
・小学６年生 約1,000人
・中学３年生 約1,000人
・市内高校3年生 約1,000人

【障がい者アンケート】
花巻市が援護を実施している障がい者、市
内に居住する障がい者2,000名

【健康づくりアンケート】
・２０歳以上の市民２,２００人無作為抽出

・妊婦  280人
・乳幼児の保護者  1,207人
・小学６年生  915人
・中学３年生  965人
・市内高校3年生  1,005人

対象者
（対象
地域）

【関係団体からの聴き取り】
社会福祉協議会、民生委員児童委員、コ
ミュニティ会議

【介護保険運営協議会】
学識経験者、医療・介護保険施設、公募
一般市民

【健康づくり推進協議会】
構成員２０名以内

【意見聴取会】
第3回花巻市保健福祉総合計画策定委員会
で提示するとともに、12月に市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ
掲載した。

【介護保険運営協議会】
議事録にてﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載した。

【健康づくり推進協議会】
会議開催結果と会議録をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで公開し
た。

結果公表
の方法

及び時期

【意見聴取会】
①出席者　13名　意見等数　28件
②出席者　12名　意見等数　21件
③出席者　12名　意見等数　45件
④出席者　11名　意見等数　19件
　計延べ48名　意見等総数　１１３件

【介護保険運営協議会】
①出席者　15名　意見数　 ７件
②出席者　12名　意見数　 ６件
③出席者　11名　意見数　25件
④出席者　10名　意見数　13件
　計延べ４８名　意見等総数　５１件

【健康づくり推進協議会】
①出席者　19名　意見等    ７件
②出席者　16名　意見等 　８件
③出席者　17名　意見等　12件
④出席者　17名　意見等　11件
　計延べ６９名　意見等総数　３８件



３　実施した方法の自己評価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
障がい者意識調査
健康づくりアンケート

名　称

関係団体からの聴き取り
介護保険運営協議会での審議
健康づくり推進協議会での審議

○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

【障がい者意識調査】
障がい者が求めている障がい福祉に関するまちづくりについて把握することができた。アン
ケート調査の動向によって、取り組み内容を計画することができた。

【健康づくりアンケート】
計画策定の基礎資料となり、より具体的な健康づくり計画とすることができた。健康づくりや
保健事業に関する様々な意見をいただくことができた。

【関係団体からの聴き取り】
関係団体から多くの意見をいただき、計画内容へ反映させることができた。

【介護保険運営協議会での審議】
有識者、それぞれの現場担当者や制度利用している利用者の現状としての意見をもらえた。

【健康づくり推進協議会での審議】
各委員よりさまざまな立場からの意見をいただくことができた。また、各団体への計画普及の
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

【障がい者意識調査】
調査の対象とされていた施設及び事業所については、自立支援協議会の中での意見聴取により
意向把握した。

【関係団体からの聴き取り】
当初、団体ごとに意見聴取５回を予定していたが、施策テーマごとに開催したことから４回の
開催となった。

【介護保険運営協議会での審議】
第4期計画までは「いきいきプラン」として1計画を協議してきたが、本計画から基本計画と実
施計画としてそれぞれ意見をいただいた。
（理由）基本計画のもとに実施計画を策定することとなったため。

○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

【介護保険運営協議会での審議】
事前資料配布が遅くなった。

○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



様式第４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２３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：

担当者：　　　　　　　　　内線（　　　）

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】市民が住み慣れた地域で安心して豊かな生活を送ることができる社会を実現するため、市の保健福祉の総合的な指針となる計画を策定する。
【内容】保健福祉が目指す姿、基本姿勢、目指す姿の実現に向けた施策等、計画推進の指標等
【区分】基本計画
【計画機関】平成２４年度～平成３３年度

当初予定 実施内容 当初予定 実施内容

対象の名称 保健福祉総合計画

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

名　称
花巻市保健福祉総合計画素案パブリック
コメント

花巻市保健福祉総合計画素案パブリックコ
メント

名　称

周知方法
及び

時　期

広報紙11月15日号に掲載するととも
に、市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載する。
計画素案については、担当課及び総務
課、各総合支所地域振興課、まなび学
園、各振興ｾﾝﾀｰ、各保健ｾﾝﾀｰ、各市立図
書館に備え付ける。

広報紙12月15日号に掲載するとともに、
市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載した。計画素案につい
ては、本庁地域福祉課、長寿福祉課、こど
も課、健康づくり課、総務課、各総合支所
市民ｻｰﾋﾞｽ課、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た。ま
た、ｺﾐｭﾆﾃｨＦＭでも1月に2回放送し、市民
への周知を図り意見を募集した。

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

12月に1ヶ月間
平成23年12月27日から平成24年1月26
日までの1ケ月間実施した。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の

内訳

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 全市民を対象として実施した。
対象者
（対象
地域）

結果公表
の方法

及び時期
2月上旬

2月20日市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載するととも
に、本庁地域福祉課、長寿福祉課、こども
課、健康づくり課、総務課、各総合支所市
民ｻｰﾋﾞｽ課、まなび学園、各振興ｾﾝﾀｰ、各保
健ｾﾝﾀｰ、各市立図書館にパブコメ結果を配
置した。
また、意見を提出していただいた市民へ個
別に結果をお知らせした。

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

意見提出者数　5名
意見件数　15件



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③ パブリックコメントの実施 方法④

名　称 花巻市保健福祉総合計画素案パブリックコメント 名　称

○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

パブリックコメントの実施により、提出いただいた意見を計画内容へ反映させることでより良
い計画とすることができた。

○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

○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

日程の関係から実施スケジュールが半月ほど遅れた。

○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

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） 


