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 計画策定の検討体制 

計画の策定にあたっては、関係団体の代表者又はその推薦者、学識経験者、一般公募による者、市職員から構成され
る「秋吉台地域景観・施設整備基本計画策定検討委員会」での検討・承認を経て、素案を策定するものとする。その上
で、素案をもって市民からの意見募集（パブリックコメント）を実施し、併せて美祢市産業振興推進審議会に報告・協議
するものとする。 

 

 

  

市 長 議 会 

産業振興推進審議会 
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計画検討・検討委員会運営支援 
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計画策定体制図 
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 検討委員会の実施概要 

2-1. 委員名簿 

以下に検討委員、事務局の名簿を記載する。検討委員は、関係団体の代表者又はその推薦者、学識経験者、一
般公募による者、市職員より構成する。事務局は、市職員より構成する。 

 

  

瑞 



付録-3

2-2. 検討委員会の開催概要

以下の通り、基本計画策定における検討事項について、審議を行った。
計画策定に至るまで、計 3 回の開催を予定している。

第 1 回 
検討委員会 

【開催日時】 
【開催場所】 
【出席者】 
【会議概要】 

平成 30 年 11 月 27 日（火） 13 時 30 分より 
秋吉台観光交流センター2 階 会議室 
検討委員、事務局、委託者 
1. 計画策定の背景と目的
2. 自己紹介
3. 会長・副会長選出
4. 検討事項 1 計画対象施設の説明
5. 検討事項２ インターネット定量調査・市民意識調査の結果
6. 検討事項３ ＧＰＳ調査の結果
7. 検討事項４ 観光ブランディング方針
8. 検討事項５ 総合的敷地分析について
9. 検討事項６ 施設情報シートについて
10. 検討事項７ ポートフォリオ分析に基く施設別整備方針一覧表
11. その他

第 2 回 
検討委員会 

【開催日時】 
【開催場所】 
【出席者】 
【会議概要】 

平成 31 年 1 月 31 日（木） 13 時 30 分より 
秋吉台観光交流センター2 階 会議室 
検討委員、事務局、委託者 
1. 基本計画書 素案について
2. 基本計画検討 補足資料の説明
3. その他

第３回 
検討委員会 
（予定） 

【開催日時】 
【開催場所】 
【出席者】 
【会議概要】 
（予定） 

未定 
未定 
検討委員、事務局、委託者 
1. パブリックコメントの共有
2. 基本計画の策定
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