
1

審議会・策定委員会・検討部会の実施時期・内容・会議資料（案）

各種会議スケジュール
1.審議会・策定委員会・検討部会

回次 実施時期 内容 資料 備考

第1回
審議会
策定委員会
検討部会

令和3（2021）年
8月

n 市長のまちづくりに対する考えの共有
n 次期総合計画に関する説明
n 基礎調査報告
n 審議会スケジュールの共有

① 次期総合計画策定方針
② 市民意識調査報告書・概要版
③ 市民・高校生WC結果報告
④ 職員WC結果報告
⑤ 基礎調査報告書・概要版
⑥ 審議会スケジュール
⑦ 第6次坂戸市総合振興計画

• 次期総合計画策定の基礎情報のイン
プットが目的

第2回
審議会
策定委員会
検討部会

令和3（2021）年
10月 n 将来都市像の検討

① 基本構想の構成案（骨子案）
② 将来都市像（案）

第3回
審議会
策定委員会
検討部会

令和3（2021）年
11月下旬～12月 n 基本構想（素案）の検討 ① 基本構想（素案）

第4回
審議会

令和4（2022）年
4月初旬

n 基本構想（素案）の検討
n 答申書（案）の検討

① 基本構想（素案）
② 答申書（案）

• ①は第3回の議論を踏まえて修正した
もの

令和4（2022）年
4月 市民コメント

第5回
審議会

令和4（2022）年
8月

n 市民コメント実施結果の報告
n 答申

① 基本構想（素案）
② 市民コメント及び回答（案）
③ 答申書

• ①は市民コメントを踏まえて修正したも
の

審議会・策定委員会・検討部会は、各回同様のテーマを扱い、「検討部会開催→修正→策定委員会開催→修正→審議会」という流れを想定しています
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土地利用構想検討会の実施時期・内容・会議資料（案）

2.土地利用構想検討会

回次 実施時期 内容 資料 備考

第1回 令和3（2021）年
8月上旬

n 次期総合計画に関する説明
n 基礎調査報告
n 審議会スケジュールの共有

① 次期総合計画策定方針
② 市民意識調査報告書・概要版
③ 市民・高校生WC結果報告
④ 職員WC結果報告
⑤ 基礎調査報告書・概要版
⑥ 審議会スケジュール
⑦ 第6次坂戸市総合振興計画

• 次期総合計画策定の基礎情報のイン
プットが目的

第2回 令和3（2021）年
10月上旬

n 土地利用構想の位置づけ・構成の
検討

n 土地利用構想の内容の検討

① 基本構想の構成案（骨子案）
② 土地利用構想の構成案（骨子案）
③ 土地利用構想（案）

• 次期計画基本構想における土地利用
構想が担う機能やボリュームを中心に
検討

第3回 令和3（2021）年
11月上旬 n 土地利用構想の内容検討 ① 基本構想（素案）

• 基本構想（素案）の中の土地利用構想
の内容について議論

第4回 令和4（2022）年
1月中旬 n 土地利用構想の内容の検討 ① 基本構想（素案）

• 審議会・策定委員会・検討部会の議論
を踏まえ、土地利用構想の内容につ
いて最終調整

土地利用構想検討会は、基本構想に掲載する土地利用構想の内容を検討する会議体を想定しています
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ワーキンググループの実施時期・内容・会議資料（案）

3.ワーキンググループ

回次 実施時期 内容 資料 備考

第1回 令和3（2021）年
8月上旬

n 次期総合計画に関する説明
n 基礎調査報告
n 審議会スケジュールの共有

① 次期総合計画策定方針
② 市民意識調査報告書・概要版
③ 市民・高校生WC結果報告
④ 職員WC結果報告
⑤ 基礎調査報告書・概要版
⑥ 審議会スケジュール
⑦ 第6次坂戸市総合振興計画

• 次期総合計画策定の基礎情報のイン
プットが目的

第2回 令和3（2021）年
11月上旬 n 取組の柱ごとのビジョンの検討 ① 基本構想（素案）

• 将来都市像や地域課題の整理結果を
踏まえて、柱ごとの目指すべき姿を検
討し、基本構想（素案）へ反映する

第3回～
第8回

令和4（2022）年
2月以降 n 施策の検討（詳細は今後設計） ① 適宜検討に必要な資料（詳細は今後

設計）

ワーキンググループは、主に基本計画の施策を検討する会議体を想定しています
取組の柱（現行計画の”基本方向”）が検討された時点で柱ごとにグループを組成し、議論を深めていきます
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市民参画の目的・手法・実施時期（案）

4.市民参画

会議体名称 目的・反映箇所 実施手法概要 実施時期 備考・確認事項

ワールドカフェ 市民が思い描く”未来の坂戸”に関するア
イデアを収集し、基本構想の将来都市像
等の検討に活用する

5~6人でグループを組成し、テーマごと
に席替えをしながらグループ内でディス
カッションする
＜テーマ＞
• 住んでいてよかったこと
• 他の市にはない“坂戸らしさ”とは？
• 坂戸市の理想の未来像

令和3（2021）年
4月頃

ワークショップ 坂戸市の抱える課題及び具体的な解決
策の意見・アイデアを収集し、基本計画
の施策の検討に活用する

5~6人でグループを組成し、特定の政策
分野（子育て、福祉、産業振興など）の
課題・強み・具体的な解決策についてグ
ループ内でディスカッションする
＜テーマ＞
• これからの「課題」について
• 今までの「強み」について
• これからとるべき「対応策」について

令和4（2022）年
3月頃

地区別懇談会 市民意識調査や基礎調査をベースに地
区特有の課題を洗い出し、地域課題の
整理、基本構想の将来都市像等の検討
に活用する

5地区（三芳野、勝呂、坂戸、入西、大
家）で2回、ワークショップ形式で実施す
る
【1回目】
地区の課題検討・整理
【2回目】
地区の課題が解決されたときの姿、解決
に向けて行政・地域・自分ができること

令和3（2021）年
6月～8月頃
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職員ワークショップの目的・手法・実施時期（案）

5.職員参画

職員ワークショップは、基本構想に関する意見収集のほか、計画策定時や策定後の政策形成能力、基礎的実務能力を向上させる研修として実施することを想定していま
す

回次 目的・反映箇所 実施手法概要 実施時期 備考・確認事項

第1回 若手職員が思い描く”未来の坂戸”に関
するアイデアを収集し、基本構想の将来
都市像等の検討に活用する

5~6人でグループを組成し、テーマごと
に席替えをしながらグループ内でディス
カッションする
＜テーマ＞
• 住んでいてよかったこと
• 他の市にはない“坂戸らしさ”とは？
• 坂戸市の理想の未来像

令和3（2021）年
6月頃

n 高校生WCと同様の手法・テーマで実
施することを想定

第2回、第3回 次期計画策定や今後の市政運営におい
て重要なテーマについて研修し、若手職
員の政策形成能力、基礎的実務能力を
向上を図る
＜テーマ例＞
• Society5.0
• SDGs
• デザイン思考、システム思考に基づ
いた政策形成

• 講師による協議

• ワークショップ形式による職員どうし
の議論

• 議論の結果についてプレゼンテー
ション（実効性の高い議論を促すため、
市長や副市長に向けてプレゼンテー
ションすることも一案）

令和4（2022）年
1月～3月頃



次期総合計画策定スケジュール

仕様書項目 12月 1月 2月 3月

タスク 7- 14- 21- 28- 4- 11- 18- 25- 1- 8- 15- 22- 1- 8- 15- 22- 29-

マイルストン

1 市民意識調査の実施(2019年度に実施済)

2 基礎調査の実施

2-1 社会情勢分析、指標分析、財政分析

2-1-1 分析結果の修正

2-2 現行計画の検証

2-2-1 所管課記入結果の添削

2-2-2 検証結果の最終化

2-3 基礎調査報告書の作成

2-3-1 報告書の取りまとめ

3 各種会議の運営

3-1 トップインタビュー

3-2 ワークショップ

3-2-1 市民WC代替アンケート

3-2-2 市民WC（追加）

3-2-3 高校生WC

3-2-4 施策検討WS

3-3 地区別懇談会

3-4 職員ワークショップ

3-5 総合計画審議会

3-6 総合計画策定委員会

3-7 総合計画策定委員会検討部会

3-8 ワーキンググループ

3-9 土地利用構想検討会議

4 提言書の作成

5 次期計画(基本構想、前期基本計画)の素案の作成

5-1 基本構想素案の作成

5-1-1 冊子の活用方法の検討

5-1-2 地域課題の整理

5-1-3 まちづくりのコンセプト検討

5-1-4 地域課題の柱の設定

5-1-5 基本構想の構成検討

5-1-6 基本構想の内容検討

5-2 基本計画素案の作成

5-2-1 （仮称）施策体系の検討

5-2-2 具体的な内容の検討

業務項目 2020年度

市⺠WC、高校生WC
開催概要報告

所管課にて再記入

取りまとめ

準備

準備

準備

準備



仕様書項目

タスク

マイルストン

1 市民意識調査の実施(2019年度に実施済)

2 基礎調査の実施

2-1 社会情勢分析、指標分析、財政分析

2-1-1 分析結果の修正

2-2 現行計画の検証

2-2-1 所管課記入結果の添削

2-2-2 検証結果の最終化

2-3 基礎調査報告書の作成

2-3-1 報告書の取りまとめ

3 各種会議の運営

3-1 トップインタビュー

3-2 ワークショップ

3-2-1 市民WC代替アンケート

3-2-2 市民WC（追加）

3-2-3 高校生WC

3-2-4 施策検討WS

3-3 地区別懇談会

3-4 職員ワークショップ

3-5 総合計画審議会

3-6 総合計画策定委員会

3-7 総合計画策定委員会検討部会

3-8 ワーキンググループ

3-9 土地利用構想検討会議

4 提言書の作成

5 次期計画(基本構想、前期基本計画)の素案の作成

5-1 基本構想素案の作成

5-1-1 冊子の活用方法の検討

5-1-2 地域課題の整理

5-1-3 まちづくりのコンセプト検討

5-1-4 地域課題の柱の設定

5-1-5 基本構想の構成検討

5-1-6 基本構想の内容検討

5-2 基本計画素案の作成

5-2-1 （仮称）施策体系の検討

5-2-2 具体的な内容の検討

業務項目 2021年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

5- 12- 19- 26- 3- 10- 17- 24- 31- 7- 14- 21- 28- 5- 12- 19- 26- 2- 9- 16- 23- 30- 6- 13- 20- 27- 4- 11- 18- 25- 1- 8- 15- 22- 29- 6- 13- 20- 27- 3- 10- 17- 24- 31- 7- 14- 21- 28- 7- 14- 21- 28-

★

基礎調査報告書
納品

地区別懇談会開催概要報告
市⺠WC開催結果報告

地区別懇談会開催結果報告
高校生WC開催結果報告

基本構想（案）報告

開催

開催

開催

開催（第1回） 開催（第2回、第3回）

準備 開催


