
別記様式(第11条関係) 

附属機関等の運営状況報告書（令和3年度） 

          担当課( 総務部 総務課 ) 

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 

第1回指定管理者選定委員会 令和3年9月17日 

委嘱状交付 

選定委員会スケジュールの確認 

導入を進める施設の応募状況等について 

選定方法等の確認並びに配点及び審査方法について 

非公開 
笛吹市指定管理者選定委員会設

置条例第6条第5項に該当 

第2回指定管理者選定委員会 令和3年10月8日 応募団体のヒアリング及び審査 非公開 
笛吹市指定管理者選定委員会設

置条例第6条第5項に該当 

第3回指定管理者選定委員会 令和3年10月20日 応募団体の審査 非公開 
笛吹市指定管理者選定委員会設

置条例第6条第5項に該当 

 

          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回笛吹市多目的芝生グラウンド

整備基本計画検討委員会 

 

令和3年10月11日 

委嘱状交付 

基本計画の策定スケジュールについて 

基本計画の位置付けなどについて 

多目的芝生グラウンド整備における必要性の整理について 

(1)国、県、市における関連計画の整理について 

(2)山梨県内の自治体における芝生グラウンドの整備状況

について 

(3)市内既存施設の利用状況について 

(4)ｽﾎﾟｰﾂ団体、観光事業者などへのニーズ調査について 

候補地選定の考え方について 

公開  

第2回笛吹市多目的芝生グラウンド

整備基本計画検討委員会 
令和3年11月8日 

施設整備の基本方針  

利用を想定する競技等の設定3 導入する施設及び規模 

(1)導入する施設 

(2)導入する施設の規模 

公開  

第3回笛吹市多目的芝生グラウンド

整備基本計画検討委員会 
令和3年11月15日 

類似施設視察 

 ・富士緑の休暇村（南都留郡鳴沢村）  

 ・くぬぎ平スポーツ公園（南都留郡富士河口湖町） 

公開  

第4回笛吹市多目的芝生グラウンド

整備基本計画検討委員会 
令和3年12月3日 

施設整備計画について 

(1)施設配置のイメージ 

(2)芝生の比較検討 

整備候補地の想定エリアについて 

概算事業費について 

公開   



笛吹市行政改革推進委員会 令和3年7月27日 

第5次笛吹市行財政改革大綱の策定について 

(1)これまでの取組について 

(2)第5次大綱の方向性について 

笛吹市公共施設等総合管理計画の改訂について 

スケジュールについて 

公開   

笛吹市行政改革推進委員会 令和3年10月29日 
第5次笛吹市行財政改革大綱(案)について 

公共施設等総合管理計画の改訂に係る追補版について 
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 

環境審議会 令和3年11月24日 令和2年度実績報告 公開  

廃棄物減量等推進審議会 令和3年4月27日 一般廃棄物処理手数料の見直しについて 非公開 
笛吹市附属等の会議の公開に関

する要綱第3条第2号に該当 

廃棄物減量等推進審議会 令和3年7月30日 災害廃棄物処理計画の策定について 非公開 
笛吹市附属等の会議の公開に関

する要綱第3条第2号に該当 

廃棄物減量等推進審議会 令和3年10月15日 災害廃棄物処理計画の策定について 非公開 
笛吹市附属等の会議の公開に関

する要綱第3条第2号に該当 

廃棄物減量等推進審議会 令和4年12月27日 災害廃棄物処理計画の策定について 非公開 
笛吹市附属等の会議の公開に関

する要綱第3条第2号に該当 

廃棄物減量等推進審議会 令和4年2月7日 災害廃棄物処理計画の策定について 非公開 
笛吹市附属等の会議の公開に関

する要綱第3条第2号に該当 

 

  



         担当課( 保健福祉部 福祉総務課 ) 

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 

笛吹市地域自立支援協議会 令和3年6月9日 

委嘱状交付 

相談支援事業に関する実績報告 

自立支援協議会体制及び年間スケジュール 

今年度の活動方針 

差別解消支援会議 

障害者虐待に関する状況報告 

第4次障害者基本計画、第6期障害者福祉計画、第2期障害児

福祉計画 

公開   

笛吹市地域自立支援協議会 
令和3年10月 

（書面開催） 

各部会活動報告 

児童ワーキンググループ活動中間報告 

地域生活支援拠点事業中間報告 

   

笛吹市地域自立支援協議会 
令和4年2月 

（書面開催） 

各部会活動報告 

地域生活支援拠点事業報告 

児童発達支援・放課後等デイサービスについて 

   

笛吹市第4次地域福祉計画策定審議

委員会委員の委嘱及び第1回策定審

議委員会 

令和3年5月26日 
計画策定方針及び策定スケジュールについて 

市民アンケート調査について 
公開   

 

         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3年度第1回笛吹市子ども・子育

て会議 
令和3年7月30日 

笛吹市子ども・子育て支援事業計画における令和2年度地域

子ども・子育て支援事業の取り組み状況について 
公開    

令和3年度第2回笛吹市子ども・子育

て会議 

令和4年3月 

（書面開催） 

令和4年度新規認定こども園の利用定員について 

保育所等の状況について 

学童保育クラブ事業の状況について 

    

 

  



         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 

笛吹市介護保険運営協議会 
令和3年9月 

（書面開催） 

介護保険事業進捗状況について 

介護保険給付状況について 
   

令和3年度第1回笛吹市地域密着型

サービス運営に関する委員会 
令和3年4月28日 地域密着型サービス事業者の指定について 公開   

令和3年度第2回笛吹市地域密着型

サービス運営に関する委員会 
令和3年7月5日 

地域密着型サービス利用状況について 

地域密着型サービス事業所等指定候補事業者公募について 

地域密着型サービス事業所等指定候補事業者審査委員会の

選任について  

公開   

令和3年度第3回笛吹市地域密着型

サービス運営に関する委員会 
令和3年12月23日 

令和2年度笛吹市計画に関する事後評価について 

笛吹市地域密着型サービス事業所指定候補事業者審査結果

に係る意見聴取について  

公開   

令和3年笛吹市地域包括支援セン

ター運営協議会 
令和3年7月5日 

令和2年度地域包括支援センターの事業報告 

令和2年度地域包括支援センターの収支決算報告についてに

ついて 

介護予防居宅介護支援事業所の承認について 

公開   

令和3年笛吹市地域包括支援セン

ター運営協議会 
令和3年10月20日 

地域包括支援センター（北部）の委託について 

介護予防居宅介護支援事業所の承認について 
公開   

令和3年笛吹市地域包括支援セン

ター運営協議会 

令和4年3月 

（書面開催） 

地域包括支援センター（北部）の優先委託候補者の承認につ

いて 
   

令和3年度第1回老人ホーム入所判

定委員会 
令和3年10月26日 養護老人ホーム措置入所判定 非公開 

笛吹市附属等の会議の公開に関

する要綱第3条第2号に該当 

令和3年度第2回老人ホーム入所判

定委員会 

令和4年2月 

（書面開催） 
養護老人ホーム措置入所判定   

 

  



         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 

予防接種健康被害調査委員会 令和3年9月29日 

委嘱状交付 

調査委員会スケジュールの確認 

予防接種健康被害救済制度の申請の件について調査・意見交

換・審議 

非公開 
笛吹市予防接種健康被害調査委

員会設置条例第6条第5項に該当 

健康づくり推進協議会 令和3年11月4日 

委嘱状交付 

第2次健康増進計画の取組について 

新型コロナウイルス感染症、ワクチン接種について 

公開  

予防接種健康被害調査委員会 令和3年12月27日 
予防接種健康被害救済制度の申請の件について調査・意見交

換・審議 
非公開 

笛吹市予防接種健康被害調査委

員会設置条例第6条第5項に該当 

予防接種健康被害調査委員会 令和4年3月28日 
予防接種健康被害救済制度の申請の件について調査・意見交

換・審議 
非公開 

笛吹市予防接種健康被害調査委

員会設置条例第6条第5項に該当 

 

         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3年度第1回笛吹市上下水道事

業審議会 
令和3年11月18日 上下水道料金等改定時期の延期について 公開  

 

 

担当課( 教育委員会 学校教育課 ) 

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3年度笛吹市教育支援委員会 

令和3年7月15日 

令和3年9月16日 

令和3年11月26日 

組織について 

就学相談の経過報告 

今後の就学相談・支援について 

諮問案件についての説明 

諮問案件の助言及び指導 

非公開 
笛吹市附属機関等の公開に関す

る要綱第3条第1項に該当 

令和3年度笛吹市いじめ問題専門委

員会 
令和3年5月25日 

組織について 

いじめの未然防止、早期発見及び適切な対処について 
非公開 

笛吹市いじめ問題等連絡協議会

等設置条例第15条の規定による 

 

  



          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（第1回） 
令和3年6月2日 

委嘱状交付 

令和3年度役員選出について 

令和3年度事業計画について 

公開  

社会教育委員の会議兼公民館運営

審議会（第2回） 
令和3年7月20日 

社会教育施設受益者負担（使用料見直し）について 

山梨県社会教育委員連絡協議会報告 

山梨県公民館連絡協議会報告 

公開  

社会教育委員の会議兼公民館運営

審議会（第3回） 
令和3年9月27日 

社会教育施設受益者負担（使用料見直し）について 

山梨県社会教育委員連絡協議会報告 

山梨県公民館連絡協議会報告 

公開  

社会教育委員の会議兼公民館運営

審議会（第4回） 

令和4年2月 

（書面開催） 
社会教育施設条例及び公民館条例の一部改正について     

社会教育委員の会議兼公民館運営

審議会（第5回） 

令和4年3月 

（書面開催） 

社会教育施設条例及び公民館条例の一部改正について（報

告） 

山梨県社会教育委員連絡協議会報告 

山梨県公民館連絡協議会報告 

令和3年度事業報告 

    

働く婦人の家運営委員会 

（令和3年4月1日から（公財）ふえふ

き文化・スポーツ振興財団が指定管

理） 

令和3年5月20日  

委嘱状交付 

令和3年度役員選出について 

令和2年度事業報告 

令和3年度事業計画 

公開  

令和3年度スポーツ推進審議会（第1

回） 
令和3年7月13日 

委員委嘱について委嘱について 

役員選出についてについて 

笛吹市スポーツ推進計画について 

公開   

令和3年度スポーツ推進審議会（第2

回） 

令和3年8月 

（書面開催） 
笛吹市スポーツ推進計画について    

令和3年度スポーツ推進審議会（第3

回） 
令和3年9月21日 

笛吹市スポーツ推進計画（パブリックコメント）について 

社会体育・学校施設料金について 
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 

第1回笛吹市文化財保護審議会 令和3年10月28日 
会長・会長職務代理者の選任について 

笛吹市の文化財保護の取組について 
公開   

第1回笛吹市青楓美術館運営協議会 令和3年9月17日 

正・副会長の選任について 

令和2年度入館状況及び活動報告 

令和3年度事業計画 

公開   

第2回笛吹市青楓美術館運営協議会 令和3年11月10日 青楓美術館の展示、収蔵及び運営方法の検討について  公開   

第3回笛吹市青楓美術館運営協議会

  
令和4年1月18日 

「笛吹市所蔵美術品展2021」実施報告 

「津田青楓展（仮）」の開催について 

青楓作品と美術館のあり方について 

公開   

第1回笛吹市博物館運絵協議会 令和3年12月20日 

正・副会長の選任について 

令和2年度入館状況及び活動報告 

令和3年度の運営について 

各施設の特徴を活かした博物館の運営方針（構想） 

公開   

 

 


