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付属資料

第５次村山市総合計画  後期基本計画



計画策定の経過
【審議会】

回数 期　日 内　容

第1回 令和元年8月20日
審議委員（16名）へ委嘱状交付、諮問
後期基本計画の策定方針
前期基本計画の進捗状況

第2回 令和元年11月22日 後期基本計画（骨子案）

第3回 令和2年1月30日 後期基本計画（案）
指標・目標値

第4回 令和2年3月12日
（書面開催）

パブリックコメント結果
後期基本計画 原案の確定

− 令和2年3月18日 基本計画の答申

【策定委員会】

回数 期　日 内　容

第1回 令和元年7月12日 後期基本計画の策定方針
前期基本計画の進捗状況

第2回 令和元年10月10日 後期基本計画（骨子案）

第3回 令和2年1月24日 後期基本計画（案）
指標・目標値

第4回 令和2年2月26日 パブリックコメント結果
後期基本計画 見直し案
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関連組織名簿
（１）策定審議会� ≪令和元年8月20日委嘱≫

No. カテゴリー 氏　名 所属団体名等 条例上
の根拠

1 保健関係団体 三浦　　香 岳葉会 １号

2 建設関係団体 荒木　秀昭 村山市建設業協会（副会長） １号

3 農業関係団体 髙嶋　洋一 みちのく村山農業協同組合（村山営農センター長） １号

4 商工関係団体 鈴木祐一郎 村山市商工会青年部（部長） １号

5 商工関係団体 吉田　和宏 村山市機械工業振興会（副会長） １号

6 観光関係団体 佐藤　和幸 最上川三難所　そば街道振興会（会長） １号

7 教育関係団体 井上架奈子 村山市PTA連合会母親委員会代表 １号

8 福祉関係団体 細谷　健一 村山市社会福祉協議会（常務理事兼事務局長） １号

9 環境関係団体 齋藤　一雄 山形県森林インストラクター会 １号

10 スポーツ関係団体 髙橋　政美 一般財団法人 村山市スポーツ協会（会長） １号

11 芸術・文化 佐藤　敏春 村山市郷土史研究会（会長） １号

12 まちづくり市民団体 佐藤　大輔 公益社団法人 村山青年会議所（理事長） １号

13 まちづくり市民団体 前田　和之 特定非営利活動法人 甑葉プラザネット（理事長） １号

14 まちづくり市民団体 小室けい子 ゴールデンガールズファンクラブ（代表） １号

15 学識経験者 髙橋　春實 秋田県立大学名誉教授 ２号

16 学識経験者 髙橋　恵美 株式会社コヤマ（総務部長）
「やまがた子育て・介護応援いきいき企業」 ２号

― オブザーバー 工藤　幸吉 村山市小学校校長会 ―

― オブザーバー 笹原　茂隆 村山市中学校校長会 ―

※１号委員…各種団体の推薦する者、２号委員…市長が適当と認める者
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（２）庁内プロジェクトチーム
№ 担　当　分　野 氏　　名 所属・役職 部会名

1 子育て推進 ◎ 菅原　憲一 子育て支援課家庭支援主査

1

2 道路交通基盤 藤田　　亮 建設課工事係長

3 都市計画・土地利用・中心市街地
活性化 青柳　達也 建設課都市計画係主任

4 居住環境整備 ○ 狩野　善男 建設課建築係長

5 上水道・下水道 保科　孝司 水道課下水道主査

事務局
設樂　　衛 政策推進課政策企画係長

庄田　百合 政策推進課統計調査係主任

6 農業振興 ◎ 古瀬　英憲 農林課農業振興主査

2

7 農村林務 原田　敏伸 農林課農村林務係長

8 商工業振興・中心市街地活性化 ○ 齋藤　広茂 商工観光課企業誘致対策主査

9 〃 竹川紀恵子 商工観光課商工労政係長

事務局
結城　文俊 政策推進課統計調査係長

小玉　隆宣 政策推進課政策企画係主任

10 観光交流・都市間交流 ◎ 丹野　昭子 商工観光課観光交流係長

3

11 文化・芸術 ○ 髙橋　功晃 生涯学習課文化係長

12 広報 平山　尚幸 総務課広報広聴係長

事務局
竹川　博昭 政策推進課地方創生主査

鈴木　夕佳 政策推進課政策企画係主任

13 地域防災 ◎ 佐藤　　健 総務課情報危機管理主査

4

14 地域福祉 佐藤　政史 福祉課地域福祉主査

15 健康づくり・母子保健・地域医療 佐藤　　忍 保健課健康指導係長

16 生活環境整備 ○ 後藤新之介 市民環境課生活環境主査

17 学校教育 柴﨑　　造 学校教育課庶務主査

18 スポーツ 芦野　泰子 東京オリンピック・パラリンピック交流課
東京オリンピック・パラリンピック推進主査

19 生涯学習 和田　貴充 生涯学習課生涯学習主査

20 消防・救急 髙橋　史直 消防本部庶務主査

事務局
齊藤　裕一 政策推進課課長補佐

鈴木　　誠 政策推進課地域振興係長

21 市民活動・協働 ◎ 岡村　浩明 生涯学習課図書館業務主査

5

22 行財政運営（財政） 細梅　直子 財政課財政主査

23 行財政運営（公共施設） 外堀　真一 財政課管財係長

24 行財政運営（税務） ○ 冨塚　政喜 税務課納税主査

25 行政サービス 細梅　尚美 市民環境課市民第２係長

26 情報通信（ICT） 髙橋　真悟 総務課情報危機管理係長

27 地域コミュニティ 後藤　光敏 地域専門員（大久保地域担当）
※事務局と兼任

事務局 三澤依邦子 政策推進課地方創生係長

・第１部会（定住促進）、 第２部会（産業振興）、 第３部会（観光交流）、 第４部会（教育・保健・福祉・環境・防災）、第
５部会（市民協働・行財政改革）

・◎はリーダー、○はサブリーダー
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