
資料編



176

計画策定の経過

5月30日

6月22日～10月7日

7月～9月 

8月

8月10日 

12月21日

12月26日～3月7日

1月27日

1月31日

2月13日

3月21日

3月29日

4月26日

4月27日

5月15日

年月日 内容等

第１回策定委員会の開催
● 策定体制、方針の決定

地区別懇談会の開催（11会場）
● 総合計画策定の説明と意見、要望の把握

「未来佐野市」こども絵画・標語コンクール作品募集
絵画 78人（25小学校）　標語35人（10中学校）
表彰式（平成29年2月3日）
絵画・標語作品展（平成29年2月3日～6日）

まちづくりアンケートの実施
市民2,000人無作為抽出　有効回収率（46.2％）

策定に伴う市長インタビューの実施

第２回策定委員会の開催
● 策定状況の報告、政策体系（案）の検討

関係団体（11団体）懇談会

第３回策定委員会の開催
● 基本構想（案）、政策体系（案）の検討

市民まちづくり会議の開催（委員12名）
　第１回　1月31日
　第２回　2月27日
　第３回　3月21日

第４回策定委員会の開催
● 基本構想（案）、政策体系（案）の検討

第５回策定委員会の開催
● 基本構想（案）の検討

第６回策定委員会の開催
● 基本構想（案）の検討

第１回策定委員会の開催
● 計画策定スケジュールの確認

市議会議員との懇談会
● 基本構想（案）の説明、意見聴取

第２回策定委員会の開催
● 基本構想（案）の検討

平成28(2016)年 平成28(2016)年度

平成29(2017)年度

平成29(2017)年 
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5月29日～7月20日

6月19日～7月19日

8月7日

8月25日

9月1日

9月15日～10月16日

11月1日

11月9日

11月20日

11月24日

12月15日

12月20日

12月26日

12月28日～１月26日

2月9日

2月16日

年月日 内容等

策定懇談会の開催（委員19名）
　第１回　5月29日　基本構想（案）の検討
　第２回　6月26日　　　〃
　第３回　7月20日　　　〃

地区別懇談会の開催（４会場）
● 基本構想（案）の説明と意見、要望の把握

策定懇談会意見書提出

第３回策定委員会の開催
● 基本構想（案）の検討

市議会議員との懇談会
● 基本構想（案）の説明、意見聴取

基本構想（案）についてパブリックコメントの実施

第４回策定委員会の開催
● 基本構想（案）の決定

市議会議員との懇談会
● 基本構想（案）の説明

第５回策定委員会の開催
● 前期基本計画（案）の検討

政策体系（案）を議員全員協議会に報告

市議会議決
● 第２次総合計画基本構想

第６回策定委員会の開催
● 前期基本計画（案）の検討

前期基本計画（案）を議員全員協議会に報告

前期基本計画（案）についてパブリックコメントの実施

第７回策定委員会の開催
● 前期基本計画（案）の検討

第８回策定委員会の開催
● パブリックコメントの意見検討
● 前期基本計画（案）の決定

佐野市総合計画策定の経過

平成30(2018)年 
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策定懇談会委員名簿

会長 三橋　伸夫 宇都宮大学 名誉教授

副会長 林　　香君 文星芸術大学 名誉教授

委員 藤田　　睦 佐野日本大学短期大学 准教授

委員 矢島　堅司 佐野商工会議所 会頭

委員 廣瀬　正道 佐野市あそ商工会 会長

委員 大芦　　宏 佐野農業協同組合 代表理事組合長

委員 金子　朋弘 一般社団法人佐野青年会議所 理事長

委員 上岡　良雄 佐野市町会長連合会 会長

委員 川久保　紀久子 男女共同参画ネットワークさの 会長

委員 小倉　重人 一般社団法人佐野市医師会 常任理事

委員 青木　　勇 佐野市文化協会 会長

委員 笹川　敏男 佐野市小中学校PTA連絡協議会 会長

委員 阿部　　茂 佐野市体育協会 理事長

委員 藤波　一博 一般社団法人佐野市観光協会 会長

委員 落合　昭雄 社会福祉法人佐野市社会福祉協議会 副会長

委員 秋田　　清 連合栃木わたらせ地域協議会 議長

委員 辻　　真夫 栃木県総合政策部地域振興課 課長

委員 大平　芳弘 栃木県警察佐野警察署 署長

委員 西川　能文 栃木県県土整備部安足土木事務所 参事兼所長

役職 氏名 備考

策定懇談会開催状況

第１回　5月29日

第２回　6月26日

意見書提出　8月7日

第３回　7月20日

市役所　大会議室AB

市役所　市民活動スペース

市役所　市長公室

市役所　市民活動スペース

● 委員委嘱
● 正副会長選出
● 策定懇談会について
● 基本構想（案）の検討

● 基本構想（案）の検討

● 基本構想（案）に対する意見書（案）のとりまとめ

● 基本構想（案）に対する意見書の提出

開催日 検討事項等開催場所

平成29(2017)年
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市民まちづくり会議委員名簿

委員長 長江　庸泰 佐野日本大学短期大学 学科長

副委員長 荒井　達喜 公募委員（学生）

委員 宮森　勝市 公募委員（NGO役員）

委員 牧子　里奈 公募委員（学生）

委員 大澤　米蔵 公募委員

委員 大塚　晴菜 佐野日本大学短期大学 学生

委員 齋藤　　瞳 佐野日本大学短期大学 学生

委員 高橋　杏奈 佐野日本大学短期大学 学生

委員 岩崎　英幸 市職員

委員 中田　祥吾 市職員

委員 櫻井　恵子 市職員

委員 茂木　　悠 市職員

役職 氏名 備考

市民まちづくり会議開催状況

第１回　1月31日

第２回　2月27日

第３回　3月21日

市役所　203会議室

市役所　市民活動スペース

市役所　702会議室

● 委員委嘱
● 正副委員長選出
● 計画の策定について
● 市民まちづくり会議の進め方について

● 今後のまちづくりに関する意見交換
● 計画策定に関する意見書（案）について

● 計画策定に関する意見書（案）のとりまとめ
● 計画策定に関する意見書の提出

開催日 検討事項等開催場所

平成29(2017)年
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地区別懇談会開催状況
開催日回 地区 場所

１ 6月22日 佐野地区 中央公民館

２ 6月24日 植野地区 植野地区公民館

３ 7月4日 界地区 界地区公民館

４ 7月14日 犬伏地区 犬伏地区公民館

５ 7月20日 堀米地区 城北地区公民館

６ 7月27日 旗川地区 旗川地区公民館

７ 8月3日 吾妻地区 吾妻地区公民館

８ 8月10日 赤見地区 赤見地区公民館

９ 9月28日 新合・飛駒地区 新合総合センター

10 10月5日 葛生・常盤・氷室地区 葛生あくとプラザ

  田沼・田沼南部・栃本・
11 10月7日 田沼北部・戸奈良・ 田沼中央公民館
  三好・野上地区

12 6月19日 佐野地区 中央公民館

13 6月27日 田沼地区 田沼中央公民館

14 7月4日 佐野地区 城北地区公民館

15 7月19日 葛生地区 葛生あくとプラザ

平成28(2016)年 

平成29(2017)年 
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