
年月日 項目 内容

令和元年８月28日 角田市長期総合計画審議会条例の一部改正
角田市議会第398回定例会で議決
（角田市議会からの就任辞退の通知に基づき、審議会委員の規定か
ら「市議会議員」を削除したもの。）

令和元年８月30日 角田市長期総合計画条例制定 角田市議会第398回定例会で議決

令和元年9月17日
角田市第６次長期総合計画策定に係る調査・分析等
業務委託契約締結
（期間：令和元年８月18日～令和２年８月30日）

【業務内容】
①基礎調査・分析
②市民意識調査・分析
③施策の評価・検証

令和元年10月16日 ※RESAS（地域経済分析システム）職員研修会 ※令和元年東日本台風災害の影響により中止

令和２年１月24日 角田中学校地方財政教育プログラム

　東北財務局職員が講師となり、角田中３年生が、「角田市長になっ
たつもりで」予算編成のシミュレーションに挑戦。市の将来像を念頭に
歳入・歳出予算のやりくりを考え、班ごとのテーマに沿って発表を行い
ました。

令和２年２月６日
角田中学校地方財政教育プログラムの結果をまとめ
た「未来の市長」からの意見書を大友市長へ提出

　代表の生徒から大友市長に、当時のまとめを手渡ししながら、「お祭
りを開催して人を呼び込む」「子どもの遊び場を整備して子育て世代
に優しいまちにする」などの頼もしい意見を交わしました。

令和２年３月５日
角田市第５次長期総合計画基本構想の変更
（計画期間の１年延長）

角田市議会第401回定例会で議決
（令和元年東日本台風災害の影響により、着手予定であった第６次
長期総合計画の策定作業を予定どおり進めることが困難となったた
め、第５次長期総合計画の計画期間を１年延長し、令和３年度までと
したもの。）

令和２年３月24日 ※RESAS（地域経済分析システム）職員研修会 ※新型コロナウイルス感染症対策を考慮し中止

令和２年３月26日 角田市第６次長期総合計画策定方針の決定 市長決裁

令和２年４月１日 第１回角田市長期総合計画策定本部・幹事会 ・第６次長期総合計画策定方針について

令和２年５月２２日
　　　　　　　～６月８日

市民アンケート調査
１６歳以上の市民3,000人を対象としたアンケート調査の実施
回収票1,230票（回収率41.0％）

令和２年７月21日
角田市第６次長期総合計画策定支援業務委託契約
締結
（期間：令和２年７月21日～令和４年３月31日）

【業務内容】
①作業スケジュール作成
②会議運営支援
③トップインタビューの実施
④市民参画に関する取組の実施支援
⑤計画書素案作成支援・印刷

令和２年８月25日 角田市議会全員協議会 ・第６次長期総合計画策定方針について

令和２年８月27日 第２回角田市長期総合計画策定本部・幹事会
・経過報告
・第６次長期総合計画の策定体制について

令和２年９月２日 第１回角田市長期総合計画審議会

・経過報告（策定方針、策定経過 等）
・諮問
・会長、副会長の選任
・第６次長期総合計画の策定について 等

令和２年９月15日 ｢RESASを活用した施策立案プロジェクトチーム｣設置

【設置目的】
　第６次長期総合計画の策定に際し、これまでの施策に係る実績点
検、市民アンケートの結果及び各種統計データを客観的に分析・検討
することで、財政状況が非常にひっ迫している現在の角田市にとって、
真に必要な施策を検討する。
【構成員】
　係長就任以前の経験年数５～10年程度の職員計６名

令和２年９月23日 第１回市民福祉専門部会
・第６次長期総合計画策定方針
・第６次長期総合計画の策定について

令和２年９月30日 第１回教育専門部会
・第６次長期総合計画策定方針
・第６次長期総合計画の策定について

令和２年９月30日 第１回産業建設専門部会
・第６次長期総合計画策定方針
・第６次長期総合計画の策定について

令和２年９月19日 第１回総務専門部会
・第６次長期総合計画策定方針
・第６次長期総合計画の策定について

令和２年10月２日 RESAS活用研修会

【講師】
　東北経済産業局　企画調査課
　地域経済分析システム普及活用支援調査員
　菅原　信寛　氏
　金野　剛士　氏
【内容】
・EBPMの実践に向けて
・RESASの概要、データ説明、活用事例

令和２年10月５日 市長トップインタビュー

・第５次長期総合計画について
・角田市の「将来像」及び「将来の都市像」の実現のために検討して
いる課題や施策等について
・「所信表明」における５つの重点目標について
・「ウィズコロナ」の取組について

角田市第６次長期総合計画策定経過
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年月日 項目 内容

令和２年10月13日 第１回角田市長期総合計画策定専門部会合同会議

・基礎調査の分析検証
・市民意識調査、施策評価の分析検証
・人口ビジョンを踏まえた課題整理
・専門部会における作業の概要

令和２年10月19日 第３回角田市長期総合計画策定本部・幹事会
・基礎調査の分析検証
・市民意識調査、施策評価の分析検証
・人口ビジョンを踏まえた課題整理

令和２年11月４日 第２回角田市長期総合計画審議会
・基礎調査、市民意識調査、施策の評価の分析検証結果
・人口ビジョンを踏まえた課題整理

令和２年12月３日
　　　　　　　　 ～24日

事業者等ヒアリング調査
・市内32事業所（団体）に対するアンケート
・市内７事業所（団体）に対するヒアリング

令和３年１月13日 第１回かくだワークショップ
・概要説明
・座学
・ワークショップ（地図・模造紙）

令和３年１月21日 金津中学校財政教育プログラム

　東北財務局職員が講師となり、金津中３年生が、「角田市長になっ
たつもりで」予算編成のシミュレーションに挑戦。市の将来像を念頭に
歳入・歳出予算のやりくりを考え、班ごとのテーマに沿って発表を行い
ました。

令和３年１月27日 第２回かくだワークショップ

・RESASによる角田市の現状分析
・角田市の財政状況及び市民意識調査の概要
・座学
・ワークショップ（地図・樹形図・事業一覧）

令和３年２月10日 第３回かくだワークショップ
・座学
・地図、樹形図、事業一覧をもとに企画書の作成
・発表に向けた話し合い

令和３年２月22日
金津中学校財政教育プログラムの結果をまとめた「未
来の角田市長から現在の角田市長への提言」

　１月21日に開催された財政教育プログラムにおいて、角田市長の立
場になって地方財政、予算案、新しい地方税等について検討を行い、
角田市の財政を考察した結果を提言書として提出し、意見交換を行
いました。

令和３年２月24日 第４回かくだワークショップ

・企画書の育て
・発表企画の話し合い
・発表会
・講評

令和３年３月12日 第４回角田市長期総合計画策定本部・幹事会

・トップインタビューの結果
・事業者等ヒアリング調査の結果
・「かくだワークショップ」の結果
・本市の都市像について

令和３年３月12日
｢RESASを活用した施策立案プロジェクトチーム｣によ
る中間発表会（庁内）

・RESASによる角田市の現状分析
・角田市の強み・弱み・機会・脅威
・導き出した課題・仮設
・ロジックツリーと要因分析
・注力テーマの設定

令和３年３月26日 第３回角田市長期総合計画審議会

・トップインタビューの結果
・事業者等ヒアリング調査の結果
・「かくだワークショップ」の結果
・本市の都市像について

令和３年３月26日
｢RESASを活用した施策立案プロジェクトチーム｣によ
る中間発表会（審議会）

・RESASによる角田市の現状分析
・角田市の強み・弱み・機会・脅威
・導き出した課題・仮設
・ロジックツリーと要因分析
・注力テーマの設定

令和３年４月16日 第５回角田市長期総合計画策定本部・幹事会

・第６次長期総合計画基本構想の構成案
・人口の将来展望（人口ビジョン）
・まちづくりの基本理念
・本市の都市像について

令和３年４月28日 第４回角田市長期総合計画審議会

・第６次長期総合計画基本構想の構成案
・人口の将来展望（人口ビジョン）
・まちづくりの基本理念
・本市の都市像について

令和３年５月27日 第６回角田市長期総合計画策定本部・幹事会
・第６次長期総合計画基本構想（案）
・第６次長期総合計画基本構想に掲げる重点プロジェクト
・第６次長期総合計画基本計画の構成案

令和３年６月14日 第５回角田市長期総合計画審議会
・第６次長期総合計画基本構想（案）
・第６次長期総合計画基本構想に掲げる重点プロジェクト
・第６次長期総合計画基本計画の構成案

- 2 -



年月日 項目 内容

令和３年６月15日
「第６次長期総合計画基本構想に掲げる重点プロジェ
クト検討プロジェクトチーム」設置

【設置目的】
　第６次長期総合計画の策定にあたり、基本構想に定める「まちづくり
の基本理念」を踏まえ、10年後のあるべき姿として設定する「都市
像」の実現に向けて、基本計画に分野別に掲げる各種施策を横断
的・有機的に連携させながら、重点的かつ優先的に推進する取組み
を検討する。
【構成員】
　重点プロジェクトの３つのテーマごとに課長補佐級及び係長級の職
員を主として計27名（プロジェクト①11名、プロジェクト②８名、プロ
ジェクト③８名）

令和３年６月24日
角田市長期総合計画審議会
重点プロジェクトに係るグループ討議

・座学、事前説明
・グループ討議
・発表
・講評

令和３年７月20日 SDGs研修会

【講師】
　リコージャパン株式会社　宮城支社
　事業戦略部　事業戦略グループ　マネージャー
　宮城支社SDGsキーパーソン　川口　智由　氏
【内容】
・SDGsとは
・サステナビリティが注目を集めた背景
・社会課題解決への関わり方
・リコーの取り組み
・自治体にとってのSDGs

令和３年７月27日 第７回角田市長期総合計画策定本部・幹事会 ・第６次長期総合計画に掲げる重点プロジェクト

令和３年８月６日 第６回角田市長期総合計画審議会 ・第６次長期総合計画に掲げる重点プロジェクト

令和３年８月23日 角田市議会全員協議会 ・第６次長期総合計画基本構想（案）について

令和３年９月７日 第８回角田市長期総合計画策定本部・幹事会 ・第６次長期総合計画前期基本計画（案）

令和３年９月17日 第７回角田市長期総合計画審議会 ・第６次長期総合計画前期基本計画（案）

令和３年９月２１日 角田・横倉・小田地区行政区長会との意見交換会 ・第６次長期総合計画（案）概要版について

令和３年10月５日 第９回角田市長期総合計画策定本部・幹事会
・第６次長期総合計画基本構想（案）
・第６次長期総合計画前期基本計画（案）

令和３年10月８日 第10回角田市長期総合計画策定本部・幹事会 ・第６次長期総合計画前期基本計画（案）

令和３年１０月１３日 東根地区行政区長会との意見交換会 ・第６次長期総合計画（案）概要版について

令和３年10月22日 第８回角田市長期総合計画審議会
・第６次長期総合計画基本構想（案）
・第６次長期総合計画前期基本計画（案）

令和３年１０月２５日 西根地区行政区長会との意見交換会 ・第６次長期総合計画（案）概要版について

令和３年１０月２７日 藤尾地区行政区長会との意見交換会 ・第６次長期総合計画（案）概要版について

令和３年１０月２８日 桜地区行政区長会との意見交換会 ・第６次長期総合計画（案）概要版について

令和３年１１月１日
　　　　　 ～１２月５日

パブリックコメント ・第６次長期総合計画（案）に関する意見の募集

令和３年１１月５日 北郷地区行政区長会との意見交換会 ・第６次長期総合計画（案）概要版について

令和３年１１月８日 枝野地区行政区長会との意見交換会 ・第６次長期総合計画（案）概要版について

令和３年11月２１日 第６次長期総合計画シンポジウム

・第６次長期総合計画の方向性と重点プロジェクト
　角田市長　黑須　　貫
・基調講演『「私」からはじめる「まち」のつくり方』
　一般社団法人ワカツク代表理事　渡辺　一馬 氏
・パネルディスカッション
　コーディネーター：
　　東北学院大学教授　柳井　雅也 氏
　パネリスト：
　　一般社団法人ワカツク代表理事　渡辺　一馬 氏
　　車いすバスケットボール女子日本代表キャプテン　藤井　郁美 氏
　　編集者/ライター、かく大學ファシリテーター　谷津　智里 氏
　　角田市長　黑須　　貫

令和３年11月２２日 第11回角田市長期総合計画策定本部・幹事会
・第６次長期総合計画基本構想（案）
・第６次長期総合計画前期基本計画（案）

令和３年11月29日
　　　　　　～11月30日

角田市議会全員協議会
・第６次長期総合計画の基本構想（案）
・第６次長期総合計画前期基本計画（案）
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