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第７次総合計画（後期計画）策定における市民参加等の経過 

 

１ 市民参加による検討状況 

（１）多治見市事業評価委員会   委員数：10名（男性６名、女性４名） 

第１回 平成 31年１月 28日 （討議課題集素案） 

第２回 〃  2月 12日 （討議課題集素案） 

 

（２）多治見市総合計画市民委員会   委員数：15名（男性９名、女性６名） 

第１回 平成 31年３月 13日 （総合計画の基本的事項） 

第２回 〃  ４月 16日 （討議課題集） 

第３回 令和元年５月 14日 （基本構想の素案） 

第４回 〃  ５月 28日 （基本計画の素案） 

第５回 〃   ６月 ３日 （基本計画の素案） 

第６回 〃  ８月 ６日 （基本構想（案）と基本計画（案）の確認） 

第７回  〃  ８月 23日 （市長報告） 

 

（３）各種市民参加機会 

①子ども会議 

開催日：平成 30年 12月９日 

参加者：23名（多治見市に居住する小学校 4年生から中学校 3年生までの児童生徒） 

概 要：多治見市子どもの権利に関する条例に基づいて開催される『子ども会議』の

出席者を対象に「まちづくりについて」のアンケート調査実施 

 

②総合計画高校生提言会議 

開催日：平成 30年 12月 15日 

    参加者：22名（内訳 男性 13名、女性９名） 

         内訳 市内の高等学校４校から各５～６名の参加 

    概 要：将来住みたいまち“多治見”にするにはどうしたらよいか？ 

～そのために私たちに何ができるか～ 

を全体のテーマとし、4グループで提言をまとめた 

 

③男女共同参画推進審議会 

開催日：平成 31年２月８日 

    参加者：10名（男女共同参画推進審議会委員） 

概 要：討議課題集（案）について男女共同参画推進審議会から意見聴取 
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④その他の市民参加 

平成 30年５月～６月  地区懇談会でのアンケート調査 

              全 13会場 369名よりアンケート回収済 

平成 30年 11月～12月 まちづくり懇談会（高齢者からの意見聴取） 

              全３会場 61名より意見聴取 

平成 30年 12月    まちづくり懇談会（障がい者からの意見聴取） 

              全３会場 22名より意見聴取 

 

２ 多治見市議会における審議状況 

（１）第７次総合計画策定特別委員会 全体会 

第１回 令和元年５月 ８日 （第７次総合計画策定特別委員会設置） 

第２回 〃  ５月 13日 （策定スケジュール） 

第３回 〃  ６月 17日 （基本構想提案） 

第４回 〃  ７月 19日 （基本構想審議） 

第５回 〃   ８月 ９日 （分科会実施状況報告、市議会提案事項審議） 

第６回 〃  ８月 21日 （市議会提案事項審議、財政推計提案） 

第７回 〃  ８月 23日 （市議会提案事項審議） 

第８回 〃  ９月 12日 （財政推計審議、基本計画事業審議） 

第９回 〃  ９月 24日 （基本計画事業審議） ※開催予定 

 

（２） 第７次総合計画策定特別委員会 分科会  計６回開催 

分科会 開催日 

第１分科会 

総務常任委員会 

第１回 令和元年７月 23日 

第２回   〃 ７月 29日 

第２分科会 

経済建設常任委員会 

第１回 令和元年７月 24日 

第２回   〃  ７月 30日 

第３分科会 

厚生環境教育常任委員会 

第１回 令和元年７月 25日 

第２回   〃 ７月 31日 

 

 

３ 職員による検討状況 

（１）庁議（企画会議、策定本部会議） 

第１回 平成 30年８月 13日 （後期計画策定ＷＧの設置） 

第２回 〃  10月９日 （後期計画策定ＷＧメンバー決定等） 

第３回 〃   10月22日 （職員提案の募集について） 

第４回 〃  11月７日 （職員施策提案会議、高校生提言会議の開催） 
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第５回     〃   11月19日 （市民意見聴取、ＷＧの進捗状況について）                                            

第６回 〃  12月17日 （高齢者からの意見聴取について） 

第７回 平成 31年１月９日 （討議課題集原案について） 

第８回 〃  １月 21日 （討議課題集原案について） 

第９回 〃  ２月４日 （市民からの意見、職員からの提案について） 

第10回 〃  ３月４日 （討議課題集について） 

臨時 〃  ３月８日 （討議課題集について） 

第11回 〃  ４月８日 （後期計画策定ＷＧメンバーの変更、基本計画策定

に向けた職員提案について） 

第12回 〃  ４月22日 （基本構想素案について、基本計画及び中期財政計

画の策定に係る各課照会について） 

第13回 令和元年５月 27日 （基本構想素案について、基本計画事業検討に係る

資料について） 

第14回 〃  ６月25日 （議員一人一提案に対する考え方について） 

第15回 〃  ７月８日 （特別委員会からの意見等の回答について、基本計

画素案について） 

第16回 〃  ７月22日 （財政推計について、基本計画素案について） 

第17回 〃  ８月５日 （財政推計について） 

第18回 〃  ８月27日 （特別委員会からの要望事項について） 

臨時 〃  ９月11日 （特別委員会からの要望への対応等について） 

 

（２）庁内ワーキンググループ会議（６ワーキンググループ） 

第１回 平成 30年 10月 12日～19日 （総合計画の基本的事項） 

第２回 平成 30年 11月 13日～21日 （前期の成果と課題抽出） 

第３回 平成 30 年 12月４日～７日 （討議課題集原案） 

第４回 平成 31年 ４月 12日～23日 （基本構想素案、基本計画事業素案） 

第５回 令和 元年 ５月 24日～30日 （基本計画事業素案） 

 


