参考資料２
第２次匝瑳市総合計画の策定経過について
期

日

内

容

平成３０年
４月

６日 第１回匝瑳市総合計画策定委員会開催
第２次匝瑳市総合計画策定方針（案）決定
第２次匝瑳市総合計画策定スケジュール決定

４月１１日 第２次匝瑳市総合計画策定方針決定
５月３１日 後期基本計画施策評価実施
（対象：各施策業務担当課）
第１回匝瑳市総合計画策定委員会合同専門部会（全５部会）開催
６月１９日 市民懇談会開催
（対象：子育て世代

場所：匝瑳市つどいの広場

つくし）

場所：匝瑳市つどいの広場

たんぽぽ）

６月２２日 市民懇談会開催
（対象：子育て世代
７月

２日 第２回匝瑳市総合計画策定委員会開催
市民・団体・職員意識調査実施決定

７月

３日 第２回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（教育・交流・移住・定住専門部会）開催

７月

４日 第２回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（健康・福祉・医療・介護専門部会）開催

７月

９日 「まちづくり提案」及び「まちづくりレポート」募集
（対象：全職員

期間：８月２４日まで）

提出件数：「まちづくり提案」４件、「まちづくりレポート」１件
７月１１日 第２回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（産業・経済専門部会、生活環境・都市建設専門部会、市民協働・
行財政専門部会）開催
７月１２日 職員意識調査実施
（対象：４５３名

期間：７月３１日まで）

回答数：４５３票

回答数：１００．０％）

７月１７日 団体意識調査実施
（対象：各種６３団体
回答数：５１票

期間：８月１７日まで）

回答率：８１．０％）
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７月２５日 市民意識調査実施
（対象：１６歳以上の市民２千名
回答数：５９８票
８月

期間：８月１０日まで）

回答率：２９．９％

８日 第３回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（産業・経済専門部会）開催

８月

９日 第３回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（教育・交流・移住・定住専門部会）開催

８月１０日 第３回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（生活環境・都市建設専門部会）開催
８月１３日 第３回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（健康・福祉・医療・介護専門部会、市民協働・行財政専門部会）
開催
９月

６日 第４回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（教育・交流・移住・定住専門部会）開催

９月１０日 第４回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（市民協働・行財政専門部会）開催
９月１１日 第４回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（健康・福祉・医療・介護専門部会）開催
９月１２日 第４回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（産業・経済専門部会、生活環境・都市建設専門部会）開催
９月２５日 市民懇談会開催
（対象：高校生

場所：市長公室）

１０月１０日 第５回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（産業・経済専門部会、生活環境・都市建設専門部会）開催
１０月１２日 第５回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（健康・福祉・医療・介護専門部会、市民協働・行財政専門部会）
開催
１０月１８日 第５回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（教育・交流・移住・定住専門部会）開催
１１月

６日 「まちづくり提案」及び「まちづくりレポート」募集
（対象：全職員

期間：１２月５日まで）

提出件数：「まちづくり提案」１件、「まちづくりレポート」１件
2

期
１１月

日

内

容

８日 第６回匝瑳市総合計画策定委員会合同専門部会（全５部会）開催

１１月１６日 市民懇談会開催
（対象：各種団体

場所：市民ふれあいセンター第３会議室）

１１月２６日 市民懇談会開催
（対象：各種団体

場所：市役所議会棟第２委員会室）

１１月２７日 市民懇談会開催
（対象：各種団体

場所：市民ふれあいセンター第３会議室）

１１月２９日 第３回匝瑳市総合計画策定委員会開催
市民・団体・職員意識調査結果報告
市民懇談会実施状況報告
市民懇談会開催
（対象：各種団体

場所：市民ふれあいセンター第３会議室）

平成３１年
１月１７日 第７回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（教育・交流・移住・定住専門部会、市民協働・行財政専門部会）
開催
１月１８日 第７回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（健康・福祉・医療・介護専門部会）開催
１月２５日 第７回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（産業・経済専門部会、生活環境・都市建設専門部会）開催
２月

１日 後期基本計画施策評価時点修正実施
（対象：各施策業務担当課）

２月１２日 第４回匝瑳市総合計画策定委員会開催
第２次匝瑳市総合計画基本構想（素案）
２月１３日 第８回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（健康・福祉・医療・介護専門部会、生活環境・都市建設専門部会）
開催
２月２０日 第８回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（産業・経済専門部会）開催
２月２１日 第８回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（教育・交流・移住・定住専門部会）開催
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２月２７日 第８回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（市民協働・行財政専門部会）開催
３月

１日 市議会全員協議会での第２次匝瑳市総合計画基本構想（素案）に対
する意見聴取

３月

８日 第５回匝瑳市総合計画策定委員会開催
第２次匝瑳市総合計画基本構想（素案）

３月１４日 第２次匝瑳市総合計画基本構想（素案）に対するパブリックコメン
トの実施
（期間：４月１２日まで）
提出件数：５件
３月１９日 第９回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（産業・経済専門部会、生活環境・都市建設専門部会）開催
３月２０日 第９回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（健康・福祉・医療・介護専門部会、市民協働・行財政専門部会）
開催
３月２８日 第９回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（教育・交流・移住・定住専門部会）開催
４月１９日 第６回匝瑳市総合計画策定委員会開催
第２次匝瑳市総合計画基本構想（案）
４月２５日 第 10 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（健康・福祉・医療・介護専門部会、生活環境・都市建設専門部会）
開催
４月２６日 第 10 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（産業・経済専門部会）開催
令和元年
５月

９日 第 10 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（教育・交流・移住・定住専門部会）開催

５月１０日 第 10 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（市民協働・行財政専門部会）開催
５月１５日 匝瑳市総合開発審議会開催
第２次匝瑳市総合計画基本構想（案）
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５月２２日 第７回匝瑳市総合計画策定委員会開催
第２次匝瑳市総合計画基本構想（案）
５月２７日 第 11 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（健康・福祉・医療・介護専門部会、市民協働・行財政専門部会）
開催
５月２８日 第 11 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（生活環境・都市建設専門部会、教育・交流・移住・定住専門部会）
開催
５月２９日 第 11 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（産業・経済専門部会）開催
６月２４日 市議会にて第２次匝瑳市総合計画基本構想を議決
６月２５日 第 12 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（産業・経済専門部会、教育・交流・移住・定住専門部会）開催
６月２６日 第 12 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（健康・福祉・医療・介護専門部会、生活環境・都市建設専門部会）
開催
６月２７日 第 12 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会
（市民協働・行財政専門部会）開催
７月１３日 団体懇談会開催
（対象：各種団体６７団体

場所：市民ふれあいセンター）

７月１９日 第８回匝瑳市総合計画策定委員会開催
第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（たたき案）
８月２１日 第９回匝瑳市総合計画策定委員会開催
第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（素案）
９月

６日 市議会全員協議会での第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（素案）
に対する意見聴取

９月２７日 第 10 回匝瑳市総合計画策定委員会開催
第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（素案）
１０月

８日 第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（素案）に対するパブリックコ
メントの実施
（期間：１１月６日まで）
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１１月１９日 第 11 回匝瑳市総合計画策定委員会開催
第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（案）
１２月１９日 市議会全員協議会での第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（案）に
対する意見聴取
令和２年
１月

９日 第 12 回匝瑳市総合計画策定委員会開催
第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（案）
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