
平成22年度実施の審議会等の会議一覧
番
号

会議名 期日 会場
公開・
非公開

担当課

1 第2回支所のあり方検討委員会
4月19日

笠間支所　2階　会議室 公開 行政経営課
（月曜日）

2 エコフロンティアかさま監視委員会
4月30日 エコフロンティアかさま

公開 環境保全課
（金曜日） 管理棟2階

3 第3回支所のあり方検討委員会
5月28日 市民センターいわま　2階

会議室
公開 行政経営課

（金曜日）

4
第3回笠間都市計画事業岩間駅東土地区
画整理審議会

5月12日 市民センターいわま　2階
201会議室

非公開 都市計画課
（水曜日）

5 エコフロンティアかさま監視委員会
5月25日 エコフロンティアかさま

公開 環境保全課
（火曜日） 管理棟2階

6 笠間市男女共同参画審議会
5月20日 笠間市役所　2階

公開 秘書課
（木曜日） 中会議室

7 笠間市都市計画審議会
6月7日 笠間市役所　2階

公開 都市計画課
（月曜日） 大会議室

8
第1回笠間市保育所施設整備計画検討委
員会

6月13日 笠間市役所　2階
公開 子ども福祉課

（日曜日） 中会議室

9 エコフロンティアかさま監視委員会
6月22日 エコフロンティアかさま

公開 環境保全課
（火曜日） 管理棟2階

10 第4回支所のあり方検討委員会
6月29日 笠間市役所　3階

公開 行政経営課
（火曜日） 議会全員協議会室

11 第1回笠間市児童館建設検討委員会
7月3日 笠間市役所　2階

公開 子ども福祉課
（土曜日） 中会議室

12 エコフロンティアかさま監視委員会
7月28日 エコフロンティアかさま

公開 環境保全課
（水曜日） 管理棟2階

13 第5回支所のあり方検討委員会
7月27日 笠間市役所　3階

公開 行政経営課
（火曜日） 議会全員協議会室

14
第2回笠間市保育所施設整備計画検討委
員会

8月1日 笠間市役所　2階
公開 子ども福祉課

（日曜日） 中会議室

15 第2回笠間市児童館建設検討委員会
8月7日 笠間市役所　2階

公開 子ども福祉課
（土曜日） 中会議室

16 笠間市保育料審議会
8月8日 笠間市役所　2階

公開 子ども福祉課
（日曜日） 中会議室

17 エコフロンティアかさま監視委員会
8月24日 エコフロンティアかさま

公開 環境保全課
（火曜日） 管理棟2階

18
第1回笠間市次世代育成支援対策地域協
議会

9月5日 笠間市役所　2階
公開 子ども福祉課

（日曜日） 大会議室

19 第6回支所のあり方検討委員会
9月10日 笠間公民館　2階

公開 行政経営課
（金曜日） 会議室

20 笠間市都市計画審議会
9月17日 友部公民館　2階

公開 都市計画課
（金曜日） 大会議室



21 第1回笠間市行政改革推進委員会
9月30日 笠間市役所　3階

公開 行政経営課
（木曜日） 議会全員協議会室

22 第2回笠間市男女共同参画審議会
9月24日 笠間市役所　3階

公開 秘書課
（金曜日） 会議室

23 エコフロンティアかさま監視委員会
9月27日 エコフロンティアかさま

公開 環境保全課
（月曜日） 管理棟2階　多目的会議室

24 水道運営審議会
9月28日 市民センターいわま　2階

公開 水道課
（火曜日） 大会議室

25 第7回支所のあり方検討委員会
10月5日 笠間市役所　3階

公開 行政経営課
（火曜日） 議員全員協議会室

26 笠間市公の施設指定管理者選定審議会
10月8日 笠間市立友部公民館　2階

講座室
非公開 行政経営課

（金曜日）

27 第3回笠間市児童館建設検討委員会
10月9日 笠間市役所　2階

公開 子ども福祉課
(土曜日） 大会議室

28
第3回笠間市保育所施設整備計画検討委
員会

10月17日 笠間市役所　2階
公開 子ども福祉課

（日曜日） 大会議室

29 笠間市情報公開等審査会
10月21日 笠間市役所　3階

公開 総務課
（木曜日） 第4委員会室

30 エコフロンティアかさま監視委員会
10月26日 エコフロンティアかさま

公開 環境保全課
（火曜日） 管理棟2階　多目的会議室

31 第8回支所のあり方検討委員会
11月4日 笠間市役所　2階

公開 行政経営課
（木曜日） 大会議室

32 エコフロンティアかさま監視委員会
11月24日 エコフロンティアかさま

公開 環境保全課
（木曜日） 管理棟2階　多目的会議室

33
第4回笠間市保育所施設整備計画検討委
員会

11月28日 笠間市役所　2階
公開 子ども福祉課

（日曜日） 大会議室

34 エコフロンティアかさま監視委員会
12月21日 エコフロンティアかさま

公開 環境保全課
（火曜日） 管理棟2階　多目的会議室

35 エコフロンティアかさま監視委員会
1月25日 エコフロンティアかさま

公開 環境保全課
（火曜日） 管理棟2階　多目的会議室

36 第2回笠間市立小中学校学区審議会
1月27日 友部公民館　2階

公開 学務課
（木曜日） 大会議室

37 水道運営審議会
1月28日 市民センターいわま　2階

公開 水道課
（金曜日） 大会議室

38 エコフロンティアかさま監視委員会
2月22日 エコフロンティアかさま

公開 環境保全課
（火曜日） 管理棟2階　多目的会議室

39 第3回笠間市立小中学校学区審議会
2月24日

岩間公民館　視聴覚室 公開 学務課
（木曜日）

40 笠間市国民健康保険運営協議会
2月24日 友部公民館　2階

公開 保険年金課
（木曜日） 討議室

41 エコフロンティアかさま環境保全委員会
3月27日 エコフロンティアかさま

公開 環境保全課
（日曜日） 管理棟2階　研修室



平成23年度実施の審議会等の会議一覧
番
号

会議名 期日 会場
公開・
非公開

担当課

1 笠間市都市計画審議会を開催
4月21日 友部図書館

公開 都市計画課
（木曜日） 2階　視聴覚室

2 エコフロンティアかさま監視委員会
4月26日 エコフロンティアかさま管理棟

公開 環境保全課
（火曜日） 2階　多目的会議室

3 第1回笠間市行政改革推進委員会
4月28日 笠間市役所

公開 行政経営課
（木曜日） 3階　全員協議会室

4 エコフロンティアかさま監視委員会
5月24日 エコフロンティアかさま管理棟

公開 環境保全課
（火曜日） 2階多目的会議室

5 笠間市立小中学校学区審議会
5月13日 笠間公民館

公開 学務課
（金曜日） 2階　会議室

6 第1回笠間市総合計画審議会
5月25日 笠間市役所

公開 企画政策課
（水曜日） 2階　大会議室

7 第2回笠間市行政改革推進委員会
5月26日 笠間市役所

公開 行政経営課
（木曜日） 3階　全員協議会室

8 エコフロンティアかさま監視委員会
6月22日 エコフロンティアかさま管理棟

公開 環境保全課
（水曜日） 2階　多目的会議室

9
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定
委員会

6月23日 笠間市役所
公開 高齢福祉課

（木曜日） 2階　大会議室

10 笠間市立小中学校学区審議会
6月24日 友部公民館

公開 学務課
（金曜日） 2階　大会議室

11 笠間市男女共同参画審議会
7月11日 笠間市役所

公開 秘書課
（月曜日） 2階　大会議室

12 笠間市総合計画審議会
7月21日 笠間市役所

公開 企画政策課
（木曜日） 2階　大会議室

13 笠間市立小中学校学区審議会
7月21日 岩間公民館 視聴覚室

公開 学務課
（木曜日） （市民センターいわま3階）

14 エコフロンティアかさま監視委員会
7月27日 エコフロンティアかさま管理棟

公開 環境保全課
（水曜日） 2階　多目的会議室

15 第3回笠間市行政改革推進委員会
7月28日 笠間市役所

公開 行政経営課
（木曜日） 3階　全員協議会室

16 笠間市国民健康保険運営協議会
7月20日 笠間市役所

公開 保険年金課
（水曜日） 2階　中会議室

17 エコフロンティアかさま監視委員会
8月23日 エコフロンティアかさま管理棟

公開 環境保全課
（火曜日） 2階　多目的会議室

18
第5期高齢者福祉計画・介護保険事業計画
策定委員会

8月25日 笠間市役所
公開 高齢福祉課

（木曜日） 2階　大会議室

19 笠間市健康づくり推進協議会
8月31日 笠間市役所

公開 健康増進課
（水曜日） 2階　大会議室



20
第4回笠間都市計画事業岩間駅東土地区
画整理審議会

9月7日 市民センターいわま
公開 都市計画課

（水曜日） 2階　201会議室

21 エコフロンティアかさま監視委員会
9月27日 エコフロンティアかさま管理棟

2階　多目的会議室
公開 環境委員会

（火曜日）

22 笠間市立小中学校学区審議会 
9月28日 友部公民館

公開 学務課
（水曜日） 2階　大会議室

23 笠間市防災会議
10月7日 笠間市役所

公開 総務課
（水曜日） 2階　大会議室

24 第4回笠間市行政改革推進委員会
10月13日 笠間市役所

公開 行政経営課
（木曜日） 2階　大会議室

25
第1回笠間市公の施設指定管理者選定審
議会

10月17日 笠間市役所
非公開 行政経営課

（月曜日） 3階　会議室(4)

26 第5回笠間市行政改革推進委員会
10月20日 友部公民館

公開 行政経営課
（木曜日） 2階　大会議室

27 エコフロンティアかさま監視委員会
10月25日 エコフロンティアかさま管理棟

公開 環境保全課
（火曜日） 2階　多目的会議室

28 第３回笠間市健康づくり推進協議会
10月26日 笠間市役所

公開 健康増進課
（水曜日） 2階大会議室

29 第3回笠間市総合計画審議会
10月26日 笠間市役所

公開 企画政策課
（水曜日）  3階　全員協議会室

30 笠間市立小中学校学区審議会
10月27日 市民センター

公開 学務課
（木曜日） 2階会議室

31
第2回笠間市公の施設指定管理者選定審
議会

10月27日 友部公民館
非公開 行政経営課

（木曜日） 2階　講座室

32
第3回笠間市公の施設指定管理者選定審
議会

11月8日 友部公民館
非公開 行政経営課

（火曜日） 2階　大会議室

33 第6回笠間市行政改革推進委員会
11月10日 笠間市役所

公開 行政経営課
（木曜日） 3階　全員協議会室

34 笠間市立小中学校学区審議会
11月22日 笠間公民館

公開 学務課
（火曜日） 2階　会議室

35 公民館運営審議会
11月27日 友部公民館

公開 笠間公民館
（日曜日） 2階　討議室

36 笠間市立小中学校学区審議会
12月20日 笠間市役所

公開 学務課
（火曜日） 2階　大会議室

37 エコフロンティアかさま監視委員会
12月20日 エコフロンティアかさま管理棟

公開 環境保全課
（火曜日） 2階　多目的会議室

38 第4回笠間市総合計画審議会
12月21日 笠間市役所

公開 企画政策課
（水曜日） 3階　全員協議会室

39 公民館運営審議会
12月22日 岩間公民館

公開 笠間公民館
（木曜日） 3階　会議室

40
第5期高齢者福祉計画・介護保険事業計画
策定委員会

12月22日 笠間市役所
公開 高齢福祉課

（木曜日） 2階　大会議室



41 第4回笠間市健康づくり推進協議会
12月26日 笠間市役所

公開 健康増進課
（月曜日） 3階　全員協議会室

42 第3回笠間市住生活基本計画策定委員会
1月23日 笠間市役所

公開 都市計画課
（月曜日） 2階　中会議室

43 エコフロンティアかさま監視委員会
1月24日 エコフロンティアかさま管理棟

公開 環境保全課
（火曜日） 2階　多目的会議室

44 笠間市地域公共交通会議
1月25日 笠間市役所

公開 企画政策課
（水曜日） 3階　全員協議会室

45
第5期高齢者福祉計画・介護保険事業計画
策定委員会

1月26日 笠間市役所
公開 高齢福祉課

（木曜日） 2階　中会議室

46 公民館運営審議会
1月26日 笠間公民館

公開 笠間公民館
（木曜日） 1階　ふれあいルーム

47 水道運営審議会
1月31日 友部図書館

公開 水道課
（火曜日） 2階　視聴覚室

48 都市計画審議会
2月9日 笠間市役所

公開 都市計画課
（木曜日） 3階　全員協議会室

49 笠間市立小中学校学区審議会
2月15日 笠間公民館

公開 学務課
（水曜日） 2階　会議室

50 第5回笠間市総合計画審議会
2月16日 笠間市役所

公開 企画政策課
（木曜日） 3階　全員協議会室

51 エコフロンティアかさま監視委員会
2月21日 エコフロンティアかさま管理棟

公開 環境保全課
（火曜日） 2階　多目的会議室

52 公民館運営審議会
2月23日 笠間公民館

公開 笠間公民館
（木曜日） 1階　ふれあいルーム

53 笠間市学校給食センター運営委員会
2月29日 笠間公民館

公開 学務課
（水曜日） 2階　会議室

54 エコフロンティアかさま環境保全委員会
3月18日 エコフロンティアかさま管理棟

公開 環境保全課
（日曜日） 2階　多目的研修室

55 第2回笠間市男女共同参画審議会
3月19日 笠間市役所

公開 秘書課
（月曜日） 2階　大会議室

56 笠間市情報公開等審査会
3月19日 市民センターいわま

公開 総務課
（月曜日） 2階　会議室201

57 エコフロンティアかさま監視委員会
3月21日 エコフロンティアかさま管理棟

公開 環境保全課
（水曜日） 2階多目的会議室

58 公民館運営審議会
 3月22日 笠間公民館

公開 笠間公民館
（木曜日） 1階ふれあいルーム
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