
令和４年９月 22日（木） 午前８時 40分～午前 11時 00分     ４階会議室（調整会議） 

令和４年９月 27日（火） 午前９時 30分～正午       ５階全員協議会室（政策会議） 
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令和４年度 第 1３回政策会議・調整会議 

＜検討＞ 

１ 

し尿・浄化槽汚泥と下水処理の共同化について（環境課・月見センター・施設課） 
<概要> 

（１） 令和 11 年度に月見センターを廃止し、下水処理施設に受入・前処理施設を新設し、下

水とし尿・浄化槽汚泥を共同処理化する。 

（２） 共同処理を行う下水処理施設は、市之倉下水処理場又は池田下水処理場を候補とし、

令和５年度に実施施設を決定する。 

政策会議 決定 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】 

 ①候補地の立地や敷地面積等のメリット・デメリットを考慮し決定して欲しい。 

 →十分に比較検討を行ったうえで決定する。 

【調整会議での主な意見】 

 ①施設整備の総事業費はどのくらいと見込んでいるか。 

 →10 億円程度と見込んでいる。 

 ②月見センター廃止後、跡地利用の予定はあるか。 

 →下水道整備がないことや都市計画決定されている土地であること等を踏まえると跡地として活用でき

る可能性は低いと考えている。 

 

 

 

２ 

選挙公営に要する経費に係る限度額の一部改正について（選挙管理委員会事務局） 
<概要> 

公職選挙法施行令の一部改正に伴い、多治見市議会議員及び多治見市長の選挙における自動車

の使用及びポスター作成の公営に関する条例並びに多治見市議会議員及び多治見市長の選挙

におけるビラの作成の公営に関する条例の選挙公営に要する経費に係る限度額について、政令

と同額に改正を行う。 

政策会議 決定 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

 

 

 

３ 

渓南投票区及び精華投票区の区割りの変更について（選挙管理委員会事務局） 

<概要> 

上野町１丁目及び２丁目の投票所を精華投票区（駅北庁舎）から渓南投票区（精華交流センタ

ー）に変更する。 

政策会議 決定 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】 

 ①選挙人に分かりやすくするため、各投票所の名称を施設名にしてはどうか。 

 →選挙人への混乱が生じることのないよう検討を進めていく。 

 ②期日前投票と同様に、投票日当日も本庁舎・駅北庁舎については投票区に関係なく全ての市民が投票

できるようにしてはどうか。 

 →他の投票所での重複投票を避けるために、全ての投票所へシステム配備する必要があることや投票日

当日のシステムトラブル等のリスクを考慮すると現時点では困難と考えている。引き続き研究をしていく。 

【調整会議での主な意見】－ 
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４ 

令和５年度当初予算編成について（財政課） 
<概要> 

（１） 骨格予算の編成 

ア 令和５年４月の統一地方選挙を控え、令和５年度当初予算は骨格予算として編成する。 

イ 予算要求及び査定は、第１回目の副市長査定まで通常予算として行い、第２回目副市長

査定以降は骨格予算と肉付け予算に分けて行う。 

（２） 予算要求 

ア 令和５年度当初予算要求見込では、28.7 億円の一般財源不足が見込まれる。 

イ 総合計画経費及びその他経費については、予算要求上限額の範囲内で予算要求すること。

ただし、新型コロナウイルス感染症対策予算については、枠外とする。 

政策会議 決定 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

 

 

 

５ 

第６次補助金・交付金の見直しについて（財政課） 
<概要> 

市民委員会での検証・検討結果を踏まえ、第６次補助金・交付金の見直し（縮小１件・廃止３・

見直しの検討１件）の案をとりまとめたので、検討願う。 

政策会議 再検討 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】 

 ①「駐車場建設奨励事業」の検討結果が「見直しの検討」に修正され、方向性が決まっていないことか

ら、担当課と調整し、検討した結果について再度政策会議に諮ること。 

【調整会議での主な意見】－ 

 

 

 

＜報告＞ 

６ 

ＪＲ多治見駅周辺路上喫煙禁止区域の拡大について（保健センター） 
<概要> 

駅南再開発事業に合わせ駅南地区の禁止区域を拡大、加えて駅北の立体駐車場東側道路等につ

いても同時拡大する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

 

 

 

７ 

美化推進重点地区の拡大について（環境課） 
<概要> 

駅南再開発事業に伴う駅前広場の拡大に合わせ、美化推進重点地区を令和４年 11 月１日から

拡大する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】 

 ①路上喫煙禁止区域と同様に、ペデストリアンデッキも拡大範囲に含まれるか。 

 →範囲は路上喫煙禁止区域と合わせている。 
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８ 

審議会等における女性委員の登用状況について（くらし人権課） 
<概要> 

多治見市の審議会等において、女性委員不在の審議会等が「２」あったことを報告する。引き

続き、積極的な女性の登用をお願いする。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

 

 

 

９ 

三の倉市民の里 利用料金減収対策支援金の支給について（文化スポーツ課） 
<概要> 

三の倉市民の里において浴室給湯設備の不調により令和３年４月から入浴の利用を停止して

いる。指定管理者が独自の措置として宿泊利用料金を半額にして利用者増を図るものの、利用

料金全体の収入が減少していることから、利用料金減収対策支援金を支給する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 
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令和４年度下期のＬＰガスの単価契約について（財政課） 
<概要> 

ＬＰガス協会との協議により令和４年 10 月以降の契約単価（従量料金）が決定したことから、

その金額を報告する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

 

 

 

11 

令和４年度総合計画ヒアリングの結果について（企画防災課） 

<概要> 

（１） 総合計画ヒアリングを実施し、令和５年度総計事業の一般財源総額は、38.1 億円（大

規模保全含む）となった。 

（２）中期財政計画（Ｒ４～７）と比較すると、14.1 億円の超過となった。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

 

 

＜周知＞ 

12 

「第１１回美濃焼祭」の開催について（産業観光課） 

<概要> 

10 月８日（土）～10 日（月・祝）に「第 11 回美濃焼祭」を開催する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 
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13 

多治見まつり開催に伴う職員の協力依頼について（産業観光課） 

<概要> 

11 月３日（木・祝）開催の多治見まつりについて周知するとともに、職員の協力を依頼する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 
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多治見で働こフェスの開催について（産業観光課） 

<概要> 

10 月８日（土）に多治見で働こフェス（就職合同説明会）を開催する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

 

 

 

15 

バロー文化ホール（多治見市文化会館）内覧会及びリニューアルオープン記念事業に

ついて（文化スポーツ課） 

<概要> 

令和４年 12 月にバロー文化ホールの大規模改修工事が完了するため、内覧会及びリニューア

ルオープン記念事業を開催する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

 

 

 

16 

NHK ラジオ全国放送公開番組の収録について（文化スポーツ課） 
<概要> 

ＮＨＫ全国放送公開番組として、11 月 11 日（金）笠原中央公民館アザレアホールにおいて、

上方演芸会（ＮＨＫラジオ第１）の公開収録を行う。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 
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第 23 回中部実業団陸上競技選手権大会兼多治見フェスティバルの開催について 

（文化スポーツ課） 
<概要> 

10 月８日（土）、９日（日）に星ケ台競技場において、第 23 回中部実業団陸上競技選手権大

会兼多治見フェスティバルを開催する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 
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18 

「土岐川イベント（名古屋市主催）」について（環境課） 

<概要> 

10 月 29 日（土）土岐川多治見橋下において、「土岐川イベント（名古屋市主催）」を開催する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

 

 

 

19 

クレーマー対応研修の開催について（総務課） 

<概要> 

クレーマー対応への心構えや手法を学ぶため、グループリーダーを対象に研修を開催する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 
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令和４年度職員採用試験及び任期付職員採用試験の実施について（人事課） 

<概要> 

10 月 30 日（日）多治見市役所本庁舎において、令和４年度職員採用試験及び任期付職員採用

試験を実施する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 
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【政策会議のみ】多治見駅南地区市街地再開発事業に係る竣工式の開催について 

（市街地整備課） 
<概要> 

多治見駅南地区市街地再開発事業の建設工事が 10 月末で完了することに伴い、11 月１日（火）

に竣工式及び関連行事を開催するため、３役及び各部長の出席をお願いする。 

政策会議 了承 調整会議 － 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

 

 

 

【政策会議終了後】 

   第４回 情報化推進会議（情報課） 


