
別記様式(第11条関係) 

附属機関等の運営状況報告書（令和元年度） 

            担当課( 総合政策部 政策課 ) 

会議の名称 会議開催日 会議の議題 
公開、非公開 

の別 
非公開とした場合、その理由 

第1回まち・ひと・しごと創

生総合戦略会議 

令和元年12月5日 ・第2期笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦

略の方向性について 

・委員意見、アイディアの提言について 

公開   

第2回まち・ひと・しごと創

生総合戦略会議 

令和2年2月10日 ・取組の方向性に対する委員意見について 

・第2期笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦

略（案）及び取組内容（PDCAシート）につい

て 

公開   

第3回まち・ひと・しごと創

生総合戦略会議 

令和2年3月19日 ・委員意見反映後の計画案について 

・第1期計画の平成30年度実績に対する評価

について 

公開   

 

         担当課( 総合政策部 企画課 ) 

会議の名称 会議開催日 会議の議題 
公開、非公開 

の別 
非公開とした場合、その理由 

地域公共交通会議 令和元年6月10日 ・バス事業の概要について 

・令和元年度生活交通確保維持改善計画につ

いて 

・デマンドタクシー乗り換えの方向性につい

て 

・平成30年度事業報告及び令和元年度事業計

画について 

公開   

地域公共交通会議 令和2年1月24日 ・地域公共交通確保維持改善事業に関する事

業評価について 

・実証運行休止路線の取り扱いについて 

・デマンドタクシーみさかルートの停留所移

設について 

公開   

  

 

  



 

担当課( 市民環境部 市民活動支援課 ) 

会議の名称 会議開催日 会議の議題 
公開、非公開 

の別 
非公開とした場合、その理由 

第1回男女共同参画審議会 令和元年12月17日 ・笛吹市における男女共同参画推進状況につ

いて 

・笛吹市男女共同参画推進委員会の活動状況

について 

公開   

第1回男女共同参画推進委員

会 

令和元年6月19日 ・部会の編成について 

・今後の予定について 

非公開 笛吹市付属機関等の会議の公開に

関する要綱第3条第2項に該当 

第2回男女共同参画推進委員

会 

令和元年9月27日 ・市民祭りへの出店について 

・日本女性会議2019さのへの参加について 

非公開 笛吹市付属機関等の会議の公開に

関する要綱第3条第2項に該当 

 

         担当課( 市民環境部 国民健康保険課 ) 

会議の名称 会議開催日 会議の議題 
公開、非公開 

の別 
非公開とした場合、その理由 

令和元年度第1回笛吹市市町

村の国民健康保険事業の運

営に関する協議会 

令和元年6月25日 

 

・令和元年度笛吹市国民健康保険事業計画に

ついて 

 

公開   

令和元年度第2回笛吹市市町

村の国民健康保険事業の運

営に関する協議会 

令和元年12月23日 

 

・令和2年度笛吹市国民健康保険税率につい

て 

 

公開   

 

         担当課( 市民環境部 環境推進課 ) 

会議の名称 会議開催日 会議の議題 
公開、非公開 

の別 
非公開とした場合、その理由 

地下水資源保護審議会 令和元年7月5日 ・委嘱状交付・会長選任 

・井戸設置申請の審議 

非公開 笛吹市付属機関等の会議の公開に

関する要綱第3条第2項に該当 

地下水資源保護審議会 令和2年1月29日 ・井戸設置申請の審議 非公開 笛吹市付属機関等の会議の公開に

関する要綱第3条第2項に該当 

廃棄物減量等推進審議会 令和元年11月12日 ・一般廃棄物処理基本計画の見直しについて 公開  

廃棄物減量等推進審議会 令和2年2月13日 ・一般廃棄物処理基本計画の見直しについて 公開  



       

  担当課( 保健福祉部 長寿介護課 ) 

会議の名称 会議開催日 会議の議題 
公開、非公開 

の別 
非公開とした場合、その理由 

笛吹市地域包括支援セン

ター運営協議会 

令和元年7月22日 ・平成30年度地域包括支援センターの事業

報告について    

・平成 30年度地域包括支援センターの決

算報告について       

・平成 30年度地域包括支援センターの事

業評価報告について    

・マネジメント業務を委託する居宅介護支

援事業所の承認について                

・地域包括支援センター運営費に係る任意

事業のあり方について     

公開   

介護保険運営協議会 令和元年10月24日 ・介護保険事業進捗状況について 

・平成30年、令和元年度介護保険特別会計予

算について 

公開  

地域密着型サービス運営に

関する委員会 

令和元年7月22日 ・笛吹市地域密着型サービス事業の概要につ

いて 

・笛吹市地域密着型サービス事業のサービス

利用状況について 

・笛吹市地域密着型サービス事業所の公募に

ついて 

公開  

地域密着型サービス運営に

関する委員会 

令和元年12月19日 ・地域密着型サービス事業所等指定候補事

業者審査結果に係る意見聴取について 

・地域密着型サービス事業所等指定候補事

業者の再公募について 

・地域密着型サービス事業者の新規指定に

ついて 

公開 (一部非

公開) 
・地域密着型サービス事業所等指

定候補事業者審査結果に係る意見

聴取については、指定候補者の決定

前であるため、笛吹市付属機関等の

会議の公開に関する要綱第3条第2

項に該当。 

地域密着型サービス運営に

関する委員会 

令和2年3月24日 ・地域密着型サービス事業所等指定候補事

業者公募の審査結果に係る意見徴収につい

て 

・地域密着型サービス事業者の新規指定に

ついて 

開催中止 

※資料配布し

意見聴取 

 

 



 

        担当課( 保健福祉部 子育て支援課 ) 

会議の名称 会議開催日 会議の議題 
公開、非公開 

の別 
非公開とした場合、その理由 

令和元年度第1回笛吹市子ど

も・子育て会議 

令和元年8月1日 

  

    

・笛吹市子ども・子育て支援事業計画におけ

る平成30年度地域子ども子育て支援事業の

取組み状況について 

・第2期笛吹市子ども・子育て支援事業計画に

ついて 

・今後の予定について 

公開   

令和元年度第2回笛吹市子ど

も・子育て会議 

令和元年10月31日 ・量の見込みと確保策について 

・理念、計画の体系図について 

・第1期計画の検証について 

・その他 

公開    

令和元年度第3回笛吹市子ど

も・子育て会議 

令和元年12月24日 

 

・第2期笛吹市子ども・子育て支援事業計画に

ついて 

・その他  

公開   

令和元年度第4回笛吹市子ど

も・子育て会議 

令和2年1月27日 

 

・第2期笛吹市子ども・子育て支援事業計画に

ついて 

・その他 

公開   

令和元年度第5回笛吹市子ど

も・子育て会議 

令和2年3月5日 ・第2期笛吹市子ども・子育て支援事業計画に

ついて 

・第2期笛吹市子ども・子育て支援事業計画概

要版について 

・その他 ・パブリックコメントに関する報

告について  

公開   

 

 担当課( 保健福祉部 健康づくり課 ) 

会議の名称 会議開催日 会議の議題 
公開、非公開 

の別 
非公開とした場合、その理由 

第1回笛吹市健康づくり推進

協議会 

令和元年7月4日 ・第2次健康増進計画進捗状況について 公開  

第2回笛吹市健康づくり推進

協議会 

令和2年2月6日 ・第2次健康増進計画進捗状況について 

・糖尿病重症化予防について 

公開  

 



 

       担当課( 建設部 まちづくり整備課 ) 

会議の名称 会議開催日 会議の議題 
公開、非公開 

の別 
非公開とした場合、その理由 

都市計画審議会 令和元年7月5日 ・都市計画マスタープラン見直しについて 

・公共下水道計画変更について  

公開  

土地利用審議会 令和元年7月27日 ・大規模土地利用について 

 

公開  

都市計画審議会 令和元年12月24日 ・笛吹川都市計画下水道 笛吹市公共下水道

（笛吹市決定）の変更 

公開  

景観審議会 令和元年12月24日 ・リニア中央新幹線への電力供給に伴う送電

線鉄塔の建替について 

公開  

 

 担当課( 公営企業部 業務課 ) 

会議の名称 会議開催日 会議の議題 
公開、非公開 

の別 
非公開とした場合、その理由 

令和元年度第1回笛吹市上下

水道事業審議会 

令和2年2月18日 ・公共下水道事業全体計画見直しについて 公開  

 

   担当課( 教育委員会 生涯学習課 ) 

会議の名称 会議開催日 会議の議題 
公開、非公開 

の別 
非公開とした場合、その理由 

社会教育委員の会議兼公民

館運営審議会 

令和元年5月30日 ・役員選出、事業予定報告（図書館・文化

財課・生涯学習課） 

公開  

社会教育委員の会議兼公民

館運営審議会 

令和元年7月5日 ・市民講座・成人式 公開  

社会教育委員の会議兼公民

館運営審議会 

令和元年11月25日 ・市民講座・成人式 公開  

笛吹市スポーツ推進審議会 令和元年7月31日 ・正副会長の選出 公開  

笛吹市スポーツ推進審議会 令和元年12月3日 ・笛吹市スポーツ推進計画について 

 

公開  

 

  



 

 担当課( 教育委員会 文化財課 ) 

会議の名称 会議開催日 会議の議題 
公開、非公開 

の別 
非公開とした場合、その理由 

文化財保護審議会 令和元年5月16日 ・委嘱状交付・会長選任 

・令和元年度文化財保護事業計画説明 

公開  

青楓美術館運営協議会 令和元年11月21日 ・平成30年度事業結果報告 

・令和元年度事業計画説明 

公開  

博物館運営協議会 令和2年1月20日 ・平成30年度事業結果報告 

・令和元年度事業計画説明 

・八代郷土館の塀・土蔵について 

公開  

文化財保護審議会 令和2年3月24日 ・令和元年度文化財保護事業結果報告 

・令和2年度文化財保護事業計画説明 

公開  

 

 


