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平成 28年度市民参画手続実施予定一覧 

 

№ 名称 概要 実施方法 実施予定時期 担当課 

1 
奥州市総合計画基本構想、基本計

画の策定 

市の最上位計画である総合計画の基

本構想及び基本計画が平成 28 年度で終

了することから、次期総合計画（10 年

度）を 28年度中に策定するもの。 

奥州市総合計画審議会による検討（公

募あり） 
平成 28年５月～ 

総務企画部 

政策企画課 

奥州市総合計画策定委員会及びワーキ

ンググループによる検討（公募あり） 
平成 28年７月～ 

市民説明会の開催 平成 28年 11月 

パブリック・コメントによる意見聴取 平成 28年 11月 

2 
（仮称）第３次奥州市行財政改革

大綱の策定 

合併特例の終了による財源不足への

対応、市民との協働による新しい地域

経営の確立を図るため、奥州市総合計

画、財政計画と整合性を図りながら、

平成 29～33 年度（５カ年）の自治体経

営改革の基本的方針を定めるもの。 

行財政改革推進委員会による検討（公

募あり） 
平成28年６月～ 

総務企画部 

行財政改革

推進室 
パブリック・コメントによる意見聴取 平成28年12月 

3 
奥州市公共施設等総合管理計画の

策定 

様々な市民ニーズに対応するため多

くの公共施設を整備してきたが、施設

の老朽化や少子高齢化による今後の財

政負担を考えると、すべての公共施設

を維持することは難しい。よって公共

施設の効率的な維持管理及び運営のあ

り方を検討し、長期的な視点に立つ計

画を策定するもの。 

公共施設等総合管理計画策定審議会

（公募なし） 
平成 28年５月～ 

財務部 

財産運用課 

市民説明会の開催 平成 28年 12月～ 

4 
（仮称）奥州市空き家等対策計画

の策定 

空家等対策の推進に関する特別措置

法（平成 26 年法律第 127 号）第６条に

基づき、市内の空き家等に関する対策

を総合的かつ計画的に実施するため策

定するもの。 

空き家等対策協議会による検討（公募

なし） 
平成 28年４月～ 

市民環境部 

生活環境課 
パブリック・コメントによる意見聴取 平成 28年９月 
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5 
奥州市観光基本計画後期計画の見

直し 

「奥州市観光基本計画（平成 25 年３

月策定）」は、平成 25 年度から 28 年

度までを前期計画、29 年度から 33 年度

までを後期計画と期間設定している。

計画策定から３年が経過して、観光を

取り巻く環境が大きく変化している状

況を踏まえ、後期計画の見直しを行う

もの。 

奥州市観光基本計画策定委員会による

検討（公募なし） 
平成 28年４月～ 

商工観光部 

商業観光課 

どんとこい奥州誘客促進会議による検

討（公募なし） 
平成 28年７月 

パブリック・コメントによる意見聴取 平成 28年８月 

奥州市商工業振興審議会による検討

（公募なし） 
平成 28年 10月 

6 奥州市水道事業ビジョンの策定 

平成 30 年から向こう 10 年間におけ

る水道事業に係るマスタープランであ

る水道事業ビジョンを策定するもの。 

アンケート調査 平成 28年６月 

水道部 

経営課 水道事業運営審議会による検討（公募

なし） 
平成 29年１月 

7 奥州市教育振興基本計画の策定 

奥州市教育振興基本計画は、教育基

本法（平成 18 年法律第 120 号）第 17

条第２項に基づく計画であり、より

中・長期的な視野に立った計画に基づ

く総合的かつ計画的な施策の推進を目

的とするものである。上位計画である

奥州市総合計画の部門別計画としての

位置付けを持つと共に、教育の各分野

において策定される分野別計画の上位

計画としての役割を担うもの。 

奥州市教育振興基本計画策定委員会に

よる検討（公募あり） 
平成 28年７月～ 

教育委員会

事務局 

教育総務課 

パブリック・コメントによる意見聴取 平成 28年 12月 

8 給食施設再編計画の策定 

現在、市内９カ所の学校給食施設に

おいて市内全小中学校に給食を提供し

ているが、施設の老朽化が著しく、衛

生面の課題の解消が急務となってい

る。このため、新たな給食施設の建設

を含めた施設の再編計画を策定するも

の。 

学校給食施設再編計画策定委員会によ

る検討（公募あり） 
平成 28年５月～ 

教育委員会

事務局 

学校教育課 
パブリック・コメントによる意見聴取 平成 28年 10月 
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9 
公立教育・保育施設再編計画の策

定 

現在当市には、公立幼稚園 15 園、保

育所 10 園があるが、一部の保育所を除

き定員割れが生じているとともに、施

設の老朽化が進み、改築が必要な施設

も多くなっている。このため、公立施

設の定員見直しと施設配置の受給のバ

ランスを調整し、施設の建設を含めた

再編計画を策定するもの。 

公立教育・保育施設再編計画策定委員

会による検討（公募なし） 
平成 28年６月～ 

教育委員会

事務局 

子ども・子

育て支援推

進室 

市民説明会の開催 平成 28年 11月 

パブリック・コメントによる意見聴取 平成 29年１月 

10 
奥州市スポーツ振興基本計画の策

定 

本計画は、国の「スポーツ基本計

画」、県の「スポーツ振興基本計画」

を参酌し、市町村がその地域の実情に

則したスポーツの推進に関する計画を

策定するものである。「奥州市スポー

ツ振興基本計画」（平成 21 年 3 月策

定、同 24 年 3 月改定）の計画期間が平

成 28 年度をもって満了するため、後継

の計画を策定するもの。 

奥州市スポーツ推進審議会による検討

（公募なし） 
平成 28年７月～ 

協働まちづ

くり部 

生涯学習ス

ポーツ課 
パブリック・コメントによる意見聴取 平成 28年 11月 

11 
奥州市放課後子どもプランの見直

し 

国の「放課後子どもプランの基本的

な考え方」に基づき、奥州市における

子どもたちの放課後の安心・安全な居

場所の提供という視点から、総合的に

放課後対策を推進することを目的とし

て、奥州市放課後子どもプランを策定

するもの。現在のプランが平成 28 年度

までとなっていることから、プランの

見直しを図る。 

奥州市放課後子どもプラン運営委員会

による検討（公募なし） 
平成 28年７月～ 

協働まちづ

くり部 

生涯学習ス

ポーツ課 
アンケート調査 平成 28年５月 

12 奥州市生涯学習基本計画の見直し 

本計画は、市の生涯学習及び芸術文

化の振興施策に関する基本的な計画と

して策定しているものであるが、現計

画の計画期間が、平成 28 年度をもって

満了するため、後継の計画を策定する

もの。 

社会教育委員会議による検討（公募な

し） 
平成 28年７月～ 協働まちづ

くり部 

生涯学習ス

ポーツ課 パブリック・コメントによる意見聴取 平成 29年２月 

 

 


