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第１ 監査の概要 

 １ 監査のテーマ   

審議会等の運営について 

 ２ 監査の目的     

    社会経済情勢の変化とこれに伴う住民ニーズの多様化が進む中、各地

方自治体は、地域の特性に応じた住民視点によるまちづくりを進めてい

る。 

     本区においては、平成 28年度を始期とする新たな基本計画で、魅力と

活力あふれるまち、誰もが暮らしやすく誇れるまちとして「国際アート・

カルチャー都市」をめざすべき都市像として位置づけたところであり、

さらに、本年度は「女性にやさしいまちづくり」「公民連携によるまちづ

くり」等を区政の重要課題として推進する方向としている。 

こうした状況において、法律・条例等に基づく附属機関をはじめとす 

る各種審議会等は、区民の声を区政に反映する機会であるとともに、会 

議における議論、意見及び提言が区政の方向性を左右する重要な場とい 

える。 

本区では、附属機関の機能の充実、合理化等を図ることを目的とする

「豊島区附属機関の設置及び運営に関する基本方針」など、これまで審

議会等の運営に係る様々な方針を定めてきた。 

そこで、設置された審議会等がこれら基本方針等に沿って適切かつ効率

的に運営されているか、また、その活動が住民福祉の向上に資するもの

となっているかを検証し、その課題を抽出することで、区が目指す都市

像の実現に寄与することを目的に監査を実施するものである。 

３ 監査の対象 

地方自治法第 138 条の 4 第 3 項に基づく附属機関及び下記の条件を満

たす会議体のうち監査委員が指定したもの 

（１）区長、教育委員会及び選挙管理委員会が設置主体であること 

（２）構成員に区職員以外の者を含むこと 

（３）平成 27 年度中に設置されていること 

      なお、区長が設置した会議体ではないが、「千川小学校跡地の活用を考

える会」は今回の監査対象とした。 

４ 監査の実施期間 

    平成 28年 9月 7日（水）～平成 29 年 1月 24日（火） 

５ 監査の着眼点 

（１）設置目的等について 

（２）委員の構成等について 
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（３）運営状況について 

（４）情報公開について 

（５）意見の反映、評価、改善について 

（６）全庁的な進行管理について 

（７）その他 

６ 監査の方法 

    監査をより効率的かつ効果的に進めるために、全部局を対象とした書面

調査及び事務局職員による事務監査を先行して実施し、調査及び事務監査

の結果を踏まえて監査委員監査を実施した。 

（1） 書面調査  

①  実施期間 

 平成 28年 9月 7日（水）～平成 28年 9月 30日（金） 

② 対象部局 

 全部局 

③ 調査内容 

 調査票による調査 

 （2） 事務監査 

 ① 実施期間 

 平成 28年 11月 29日（火）～平成 28年 12月 5日（月） 

② 対象課 

   以下の課を対象として事務監査を実施した。 

（42課 125 審議会等） 

企画課 行政経営課 区民相談課 総務課 人事課 契約課  

防災危機管理課 男女平等推進センター 財産運用課  

施設計画課 区民活動推進課 国民健康保険課 東部区民事務所 

西部区民事務所 生活産業課 文化デザイン課 文化観光課  

学習・スポーツ課 図書館課 環境政策課 ごみ減量推進課  

福祉総務課 高齢者福祉課 障害福祉課 生活福祉課 介護保険課 

地域保健課 生活衛生課 健康推進課 子ども課 子育て支援課 

保育課 都市計画課 庁舎跡地活用課 住宅課 建築課  

道路管理課 交通対策課 庶務課 指導課 教育センター  

選挙管理委員会事務局 

（3） 監査委員監査 

  ① 実施期間 

 平成 29年 1月 17日（火）～平成 29年 1月 24日（火） 

② 対象課 
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   以下の課を対象として監査委員監査を実施した。 

（21課 86 審議会等） 

  企画課 行政経営課 区民相談課 総務課 契約課  

 男女平等推進センター 財産運用課 施設計画課  

区民活動推進課 生活産業課 文化デザイン課 環境政策課 

ごみ減量推進課 福祉総務課 地域保健課 子ども課 

子育て支援課 都市計画課 交通対策課 庶務課 指導課 

７ 監査結果の基準 

地方自治法第 199 条第 9項の規定による監査の結果及び地方自治法第 199条

第 10項の規定による意見は、下記の「監査結果における指摘事項等の基準」

（平成 29年 1月 16 日豊島区監査委員協議会決定）に基づき述べる。 

１．指摘事項 

 

 

 

 

① 法令等の規定に違反する執行状況にあるもののうち、その内容が重大と認め 

られる事項 

② 不適正な執行状況にあり、その結果が区の事務事業に著しい支障をきたすと 

認められる事項または区政に対する不信を招くおそれがあると認められる事項 

③ 過去に指摘事項または指導事項としたもののうち、必要な改善措置がなされ 

ていないと認められる事項（特別な事情があると認められるものを除く。） 

① ④ その他是正、改善または再発防止に向け取り上げるべき重大な事項 

２．指導事項 

 

 

① 法令等の規定に違反する執行状況その他不適正な執行状況にあるが、その内 

容または結果から指摘事項とするに至らないと認められる事項（軽微な誤謬等 

によるもので、他に影響が少ないと認められるものを除く。） 

② ② その他是正、改善または再発防止に向け取り上げるべき事項 

３．意見・要望 

 地方自治法第 199 条第 10 項の規定に基づき、組織及び運営の合理化に資する

ことを目的に表明する次の事項 

① 行政運営上の諸課題または事務事業の執行等について、経済性、効率性、有 

効性等の観点から改善に向けた検討が必要と認められる事項 

② 法令、各種通知等に違反するものではないが、事務処理上、改善に向けた検 

討が必要と認められる事項  

③ ③ その他表明すべき事項 
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第２ 監査の結果 

 

１ 指摘事項 

  指摘する事項は認められなかった。 

 

２ 指導事項 

 

（１）委員に関すること 

① 女性委員の登用について P21下表参照 

平成23年12月に策定された「第3次豊島区男女共同参画推進行動計画」

で、区の附属機関・審議会等における女性の参画率を平成28年度末には

40．0％に引き上げるとともに、同時に女性委員のいない審議会等をゼロ

にするという計画目標の設定を行った。 

「審議会等の女性委員比率改善に向けた取り組み基本方針」（平成25年

2月20日区長決定。）において具体的な取り組み方針を掲げ女性委員の構

成比の改善に努めることとされているが、平成27年度においても女性委

員の割合は25.0％と行動計画において現状値とした平成21年度の25.8％

を下回り、また、女性委員のいない審議会等に至っては、平成21年度の

23から、平成27年度の47と倍増しており、いずれも目標の達成は見込め

ない状況である。また、審議会の定義等の集計方法の相違はあろうが、

23区の平均値と比較しても、極めて低調な状況となっている。 

経年の進捗において、23区全体で女性の登用が一定程度進む中にあっ

て、むしろ悪化傾向にある本区の状況は、極めて異例といえる。 

これらを踏まえ、平成28年11月に策定された「第4次豊島区男女共同参

画推進行動計画」では、目標値はそのままに、目標達成年度が平成33年

度に延伸された。 

女性委員の登用については、各種方針等で「公募委員には必ず女性枠

を設定する」「附属機関の女性登用に向けてはあらゆる努力を尽くす」「団

体推薦または充て職により委員を推薦する場合、団体の代表者に限定し

ない」、さらに「女性が参画する人数の多い団体を選ぶよう配慮する」「学

識経験者を委員に選任するにあたっては積極的に女性に依頼する」「委員

を決定する際は企画課及び男女平等推進センターに協議する」等の定め

がなされているが、現状において、規定が遵守されているとは言いがた

い。これは、本区における男女共同参画のいわば旗振り役である男女平

等推進センターにおいて、個々の審議会等の実態把握と改善措置を含め、

方針の運用等が不十分であると言わざるをえない。 
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女性の専門人材確保を目的とした人材登録制度の創設など評価できる点

もあるが、真に目標達成を図るためには、例えば、委員選任時に団体等に

女性を推薦する旨の依頼文を送付することや現状努力義務とされている一

定割合の女性登用を原則義務化したうえで、目標に達していない審議会等

について、改善策を事務局を担う担当課とともに検討する等の実効的な対

策が必要であると考える。 

国をあげて男女共同参画に取り組んでいる中、性別を問わず活躍できる

地域社会及び区政実現のため、より一層の工夫を凝らし、積極的な女性委

員の登用に努められたい。 

審議会等における女性の参画状況（23区・経年比較） 

 審議会等のうち、女性委員が 

いるものの割合 

審議会等の委員のうち、 

女性の占める割合 

豊島区 23区平均 豊島区 23区平均 

平成18年度 71.4％ 85.6％ 26.7％ 29.7％ 

平成28年度 61.4％ 87.3％ 25.8％ 30.9％ 

増減 (%) ▲10.0％ ＋1.7％ ▲0.9％ ＋1.2％ 

※「区市町村の男女平等推進参画状況」（東京都生活文化局調べ）をもとに算出 

※審議会等は、地方自治法202条の3に規定する附属機関及び各区が独自に要綱等で設置する 

その他の審議会等（地方自治法180条の5に規定する行政委員会等を除く） 

  （男女平等推進センター、関係各課） 

② 附属機関の委員定数について 

附属機関における委員定数は、主に条例で規定されているところであるが、

以下について、適正を欠く状況にあった。 

ア）子ども課が所管する「豊島区青少年問題協議会」の委員定数について、

条例において「若干名」と規定している一方で、要綱において「32名以内」

とする二重規範となっている。具体的な定数を設けるのであれば条例にお

いて規定されたい。                                                  

   イ）地域保健課が所管する「豊島区公害健康被害認定審査会」、「豊島区保

健所運営協議会」は附属機関として条例により設置している。 

     しかしながら、各条例及び規則・要綱で定数の規定がない。 

附属機関において、定数は会議の根幹をなす事項であることから、条例

で規定すべきである。とりわけ「豊島区公害健康被害認定審査会」は法定

の会議であり、根拠法令である「公害健康被害の補償等に関する法律」に

おいて、公害健康被害認定審査会の組織、運営その他審査会に関し必要な

事項は、条例で定める旨の定めがあるため、適切に対応されたい。 
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（２）会議の公開に関すること 

  透明性の高い開かれた区政を目的に、必要な情報を政策形成過程から可能

な限り区民へ提供していくという趣旨から、審議会等の会議に関する事項に

ついては、「豊島区審議会等の会議の公開に関する要綱（平成 20 年 4月 21日

区長決定。）及び豊島区審議会等の会議に関する要綱運用指針（平成 20 年 7

月 1日副区長決定。」（以下、「審議会公開要綱等」という。）に基づき原則公

開としている。 

しかしながら、以下の点について審議会公開要綱等に反する取扱いが確認

された。審議会公開要綱等の趣旨を理解し、その遵守に努められたい。 

なお、ここに掲載した審議会等については監査委員監査対象のものに限定

しているが、これ以外においても審議会公開要綱等に反する取扱いをしてい

るものは、すみやかに是正されたい。 

                     （区民相談課、関係各課） 

① 会議録の作成について 

審議会公開要綱等において、当該会議の公開、非公開にかかわらず、会

議終了後すみやかに会議録を作成しなければならないとしている。 

しかしながら、7会議体においては、会議録が作成されていなかった。 

 

会議録未作成の審議会等名及び所管課 

 審 議 会 等 名 所 管 課 

1 豊島区表彰審査会 総務課 

2 豊島区公害健康被害診療報酬審査会 地域保健課 

3 豊島区大気汚染障害者認定審査会 地域保健課 

4 
在宅医療連携推進会議 

（リハビリテーション部会） 
地域保健課 

5 豊島区子ども家庭支援センター運営協議会 子育て支援課 

6 
豊島区要保護児童等対策地域協議会実務者

会議 ネットワーク会議 
子育て支援課 

7 豊島区交通安全協議会 交通対策課 

※監査委員監査対象 86 のうち休止中 18 を除く 68 審議会等を対象とした。 

 

② 審議会等の概要及び会議録の公開について 

     審議会公開要綱等では、審議会等の概要を明らかとするために、毎年 4

月 1 日現在における審議会等の名称、設置根拠法令、設置年月日など、区

ホームページの「会議の一覧」へ掲載することになっている。 

また、会議録の確定後すみやかに、区ホームページへの掲載を行い、事

務局や行政情報コーナー、さらに審議会等が指定する場所で一般の閲覧に

供することになっている。 
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  これらの状況について、監査委員監査実施にあわせ、区ホームページへ

の掲載状況を確認した結果、19会議体では、行われていなかった。 

また、5会議体においては、公開の会議であるにもかかわらず、会議録

が未掲載であった。 

   

「会議一覧」「会議録」がホームページ未掲載の審議会等名及び所管課 
 

審 議 会 等 名 所 管 課 
ホームページへの掲載状況 

会議一覧 会議録 

1 セーフコミュニティ推進協議会 企画課 ― 未 

2 
豊島区公の施設指定管理者審査委

員会 
行政経営課 未 ― 

3 
豊島区文学・マンガ資料等収集委

員会 
文化デザイン課 未 ― 

4 豊島区美術品等収集・活用委員会 文化デザイン課 未 ― 

5 
豊島区国際アート・カルチャー都

市懇話会 
文化デザイン課 未 未 

6 
豊島区国際アート・カルチャー都

市懇話会 幹事会 
文化デザイン課 未 未 

7 豊島区熊谷守一作品等評価委員会 文化デザイン課 未 ― 

8 豊島区災害医療検討会議 地域保健課 未 ― 

9 
新型インフルエンザ等対策推進協

議会 
地域保健課 未 ― 

10 
新型インフルエンザ等対策推進協

議会 医療部会 
地域保健課 未 ― 

11 豊島区子どもの権利擁護委員 子育て支援課 未 ― 

12 
豊島区子ども家庭支援センター運

営協議会 
子育て支援課 未 ― 

13 
豊島区要保護児童等対策地域協議

会実務者会議 ネットワーク会議 
子育て支援課 未 ― 

14 
豊島区要保護児童等対策地域協議

会代表者会議 
子育て支援課 未 ― 

15 
豊島区要保護児童等対策地域協議

会実務者会議 
子育て支援課 未 ― 

16 池袋駅及び駅周辺整備検討委員会 都市計画課 未 ― 

17 豊島区交通安全協議会 交通対策課 未 ― 

18 
豊島区教育に関する事務の点検・

評価委員会 
庶務課 ― 未 

19 豊島区文化財保護審議会 庶務課 ― 未 

20 
豊島区教育委員会いじめ問題対策

委員会 
指導課 未 ― 

21 特別支援教育推進委員会 指導課 未 ― 

22 
豊島区立学校教科用図書選定委員

会 
指導課 未 ― 

※監査委員監査対象 86 のうち休止中 18 を除く 68 審議会等を対象とした。 

※未掲載であったものは「未」で標記した。 
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３ 意見・要望 

 

（１）委員に関すること 

以下の項目につき、各所管で調整のうえ改善を図られるよう要望する。 

① 附属機関における区議会議員及び区職員の委員の選任について        

P20下表参照 

国では、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月

27日閣議決定。以下「国の基本的計画」という。)において、「委員等に

ついては、行政への民意の反映等の観点から、原則として民間有識者か

ら選ぶものとする。国会議員、国務大臣、国の行政機関職員、地方公共団

体又は地方議会の代表等は、当該審議会等の不可欠の構成要素である場

合を除き、委員等としないものとする」としている。 

また、横浜市や静岡市などの政令指定都市を中心に、委員選任のあり

方を検討し、指針に同様の内容を規定する自治体もみられる。 

本区では、一部の附属機関において区議会議員を構成員としているが、

客観性をもって専門的視点から調査、審議等を行い、政策決定に資する

意見を取りまとめる附属機関の役割や委員が特別職の非常勤職員（地方

公務員）とされていること等を考えると、必ずしもそのすべてにおいて

区議会議員の選任が妥当であったのか疑問である。 

区議会議員は、行政を監視し、区民の要望等を踏まえ行政に提言する

という役割を有していることから、区長部局の政策立案と密接に関連す

る附属機関の構成員となることは、それらの活動との区別が困難となる。 

なお、「附属機関の構成員について議会の議員を加えることは違法で

はないが適当ではない」とする行政実例もある。 

ついては、都市計画審議会等法令に定めのある場合や、特別の事情が

ある場合を除き、区議会議員を構成員としている附属機関に関し、改め

て選任の妥当性を全庁的に検討することを要望する。 

同様に、区職員を構成員としている附属機関も散見されるが、第三者

機関である附属機関の委員に諮問等を行う執行機関側の区職員を選任す

ることは、審議等の客観性を保持する観点では問題といえる。 

区職員の委員選任については、一部を除き、事務局としての関与で足

りると考えられるため、原則として区職員の委員選任は行わないことと

し、特段の定めがある場合などやむを得ない場合は、必要最小限の選任

にとどめるよう努められたい。 

（企画課、行政経営課、総務課、関係各課） 
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② 附属機関の委員数について P20上表参照 

委員数については、機関によって異なるが、過少、過大いずれにおい

ても、運営に支障が生じることが懸念される。 

「豊島区附属機関の設置及び運営に関する基本方針」(平成26年6月6日

区長決定。以下、「附属機関基本方針」という。)では「委員数は原則と

して15人以内とすること」としているが、附属機関の約1/3でこれを上回

っていた。審議の充実や迅速化等を図るためにも、機関の委員数につい

ては合理的な人数とするよう努められたい。 

一方、過少である機関の場合、多様な意見を区政に反映させるという

本来の会議体の意義を損なうおそれがあることから、その妥当性につい

て検討されたい。 

また、条例により委員定数を「○名以内」と定めている機関が多い。こ

の場合の定数は構成員の上限を定めたものであり、実際の定数はその範

囲内で行政内部の意思決定において個別に定めておく必要がある。委員

の委嘱はその結果である。 

所管課においては、適正な手続きをされていることと考えるが、改め

て文書決裁等で実際の委員定数の定めを行うとともに、特段の理由もな

く定数と現員数に大きな乖離がある場合には、条例の改正も選択肢とし

て適正な委員数について改めて検討されたい。 

なお、公正な会議の運営を確保するためには、会議の性格上明らかに

例外と判断されるものを除き、原則として、会議の成立に要する定足数

の規定が必要となる。    

しかしながら、「豊島区区民活動支援事業補助金審査委員会」など一

部機関においてはその規定がなかった。定足数の成文化を徹底されたい。 

なお、定足数が規定されている附属機関にあっても委員の1/2以上とす

るもの、委員の過半数とするものとまちまちである。特段の事情がある

ものを除き、全庁的に統一を図る方向で検討されたい。 

（企画課、行政経営課、関係各課） 

③ 区民公募委員について P22上表参照 

附属機関基本方針において、「専門的な知識、公平・中立性確保等設置

の目的が的確に達成される委員構成とすること。この場合において、区

民から選任するよう努めるものとする」としている。 

また、「附属機関等の委員公募等に関する基本方針」(平成13年3月23

日区長決裁。)において「附属機関等の設置趣旨や目的、また、一般区民

に区民参加の機会を広げる視点から公募委員を任命することが適当と判

断される附属機関等については、構成員の25％を目標にして積極的に委
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員の公募を推進すること」と方針が示されている。 

しかしながら、平成27年度の附属機関における公募率は15.5％と低調

な状況となっている。 

区では、区民と行政とのパートナーシップのもと、開かれた行政を目

指すため 区民参画の推進に取り組んでいるところであるが、専門性が

求められるなどの理由で公募制を設けていない審議会等についても、専

門性の程度によっては必ずしも公募委員を排除するものではないと考え

る。 

行政サービスの受益者であり税負担者である区民の意見が広く区政に

反映されるよう、公募による区民委員の選任を推進されたい。 

あわせて、開催時間など、幅広い世代の区民が出席しやすい環境整備

にも努められたい。 

         （企画課、行政経営課、区民相談課、関係各課） 

④ 委員の年齢構成について P21上表参照 

   委員の年齢の構成比は、50歳未満が21.5％に対し、50歳以上が78.5％と

年齢層に偏りがあった。とりわけ、30歳未満が0.8％、30代が5.5％と著し

く低い状況であり、審議会等によるが、特定の年齢層に偏った見解が示さ

れる状況が懸念される。  

区では現在「豊島区持続発展都市推進本部」を設置し、子育て支援策

の充実など様々な施策を推進することで将来の人口減少対策に取り組ん

でいるところである。 

次代を担う若者が区政に参画することは、将来の都市像など中長期的

視点による意見の反映が期待でき、ひいては持続発展都市の実現に資す

ると考えられる。 

ついては、区政に多様な意見を反映するため、「附属機関等の委員公

募等に関する基本方針」に規定するとともに、若年層を中心に構成比率

が著しく低い年齢層の委員選任に努められたい。 

            （企画課、行政経営課、総務課、関係各課） 

⑤ 委員の在任期間について  P22下表参照 

附属機関基本方針では、「附属機関においては同一の委員を4年又は連

続して2任期を超える委嘱をしないよう努めること」とし、長期在任を制

限している。 

しかしながら、附属機関において5年以上の委員が27.2％に達していた。 

審議会等の専門性などから、特定委員の経験や知識が必要とされる場

合があることは理解するところであるが、審議の硬直化など在任期間の

長期化による弊害を防ぐためにも、可能な限り同一人の長期在任の回避
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に努め、新たな人材の積極的活用と組織の新陳代謝を図られたい。 

（企画課、行政経営課、関係各課） 

⑥ 委員の兼任について P23上表参照 

国の基本的計画では、「委員がその職責を十分に果し得るよう、一の

者が就任することができる審議会等の委員の総数は原則として最高3と

し、特段の事情がある場合でも4を上限とする」としている。 

附属機関基本方針においても、「同一人を委員として選任できる機関

の数は2機関までとするように努めること」としている。 

しかしながら、本監査において同一人が最大14の会議体を兼務する状

況が確認された。 

兼任については、個々の事情もあることから一概に否定するものでは

ないが、特定の委員に対する過度な負担を排除するとともに、幅広い人

材の参画を促進する観点から、附属機関基本方針の規定に則し、過度な

委嘱とならないよう留意されたい。 

（企画課、行政経営課、総務課、関係各課） 

⑦ 委員の出席率について  

    学識経験者や団体推薦の委員について、一部に出席率が著しく低い状

況が確認された。 

審議会等にとって有用な委員を選任することが肝要であるが、審議そ

のものに参画しなければ、まさに名ばかりの会議となってしまう。 

区が審議会等に関与を望む委員のほとんどが多忙であり、予定も流動

的であると推察するが、あらかじめスケジュールを十分調整し、出席が

期待できる委員の選任を徹底されたい。 

また、委嘱後も委員が出席しやすい環境整備に努められたい。 

                （企画課、行政経営課、総務課、関係各課） 

（２）会議の公開に関すること 

① 会議資料について  P26表参照 

審議会等に提出された資料については、審議会公開要綱等では公開に

努めることとしているが、区ホームページに掲載されている会議体は極

めて限定的な状況にある。 

本区においては、審議会等の傍聴者の平均が 1 回あたり 1 名前後にと

どまっている状況を踏まえると、会議資料の閲覧は会議録とあわせて、

区民等が審議等の状況を知る数少ない機会であると考えられる。 

国においては、すみやかにホームページに公開され、会議によっては

動画を掲載するなど、積極的な情報を提供している。 

区においても、閲覧を求められた場合のみ対応するのではなく、掲載
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に相応の労力を要することにはなるが、やむを得ない場合を除き、原則

公開とするよう積極的な対応に努められたい。とりわけ、答申書など審

議会等の主たる成果とされるものは、必ず掲載するよう徹底されたい。 

（区民相談課、関係各課） 

なお、関連する事項につき申し添える。 

会議資料については会議当日、机上で配付する審議会等が多くを占めて

いる。 

しかしながら、委員への会議資料の事前配付については、限られた会議

時間の中で、審議会等の運営の効率化に資するだけではなく、委員間の活

発な議論を促すことにもつながる。 

ついては、方針等に会議資料を原則事前配付とする旨規定するなど、統

一的な対応を検討されたい。 

                         （企画課、関係各課） 

  ② 情報公開の推進について  P23下表～P25参照 

審議会公開要綱等において、公開されている審議会等については、区ホー

ムページ及び区広報紙等を用いて、会議開催に関する情報を区民へ周知しな

ければならないとされているが、公開されている会議であるにもかかわらず、

開催の周知がされていないものがあった。 

一方、非公開としている会議についても、特に理由がないものや公開にな

じまないなど、非公開とする理由が明確でないものが多々確認された。 

また、区ホームページにおいては指導事項として述べた会議録や会議概要

の未掲載のほか、中には、会議が終了して数か月経過しているにもかかわら

ず、会議の開催情報が未だに掲載されているものや、委員公募の情報につい

て、募集期間を 2年近く過ぎ、未だに掲載されているなど、情報の取り扱い

がずさんな状況にあった。 

以上の点を踏まえると、区民視点での工夫や確認が不十分であると言わざ

るを得ない。 

区民相談課においては、区民への情報公開及び提供に関わることについて、

審議会公開要綱等を整備し、各所管に対し通知による指導・啓発を行ってい

るところであるが、このような現状を見る限りでは、各課の情報公開に関す

る意識は依然低く、指導等が徹底されているとは言い難い状況である。 

ついては、各所管が行う審議会等に係る様々な情報公開に関し、職員の意

識の向上を図るため必要な措置を講じられたい。 

（区民相談課、関係各課） 
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（３）審議会等の設置、位置づけ及び定義について 

① 附属機関の設置根拠及び位置づけについて 

附属機関は、「地方自治法第 138 条の 4 第 3 項」において、調停、審査、

諮問又は調査のための機関として、法律又は条例に基づき設置する旨規定

されている。 

区の基本方針においては、「①職員以外を構成員に含むこと②執行機関

の長から依頼された、審査、審議、調査等を行うこと③機関の意見をとり

まとめ、長への答申、提言、報告等を行うことの 3 点に該当するもの」を

附属機関と定義している。 

近年、附属機関とすべき会議体を条例を根拠とせず設置し、その構成員

に対価としての報償費を支給した問題について、各地で住民訴訟が提起さ

れ、その多くで要綱等による設置については違法とする主旨の判示がなさ

れている。 

本区ではこれらの状況を踏まえ、平成 26年度中に、要綱設置の審議会等

を条例設置とする措置を講じたところである。 

本監査の結果、附属機関の位置づけについてはおおむね適正であると認

めるものであるが、「老人ホーム入所判定委員会」、「障害児入所審査会」な

ど一部で、外部有識者を交え、行政処分に関連する個別具体的な審査行為

を行っている会議体を附属機関とせず、要綱設置としている点については

疑義がある。 

これらの会議体については附属機関と解され、条例を根拠としていない

点を違法とする旨の判例もあるため、会議体の位置づけについて再検証さ

れるよう要望する。 

なお、要綱設置の会議体については、今後「審議会」「審査会」「調査会」

など附属機関と混同する名称を使用しないよう対応されたい。 

                       （企画課、行政経営課、関係各課） 

② 附属機関の下部組織について 

附属機関の下部組織として、「部会」「分科会」「専門委員会」等を設け

る場合がある。 

これら下部組織については、個々の会議体を設けることによる組織の肥

大化の抑制、委員の帰属意識の向上、闊達な意見交換や多面的な検討によ

る内容の充実など、会議体の弾力性や審議の質の向上を図るうえで効果的

なものと考える。 

下部組織の設置根拠は主に条例に規定されるが、下部組織そのものが附

属機関であるか私的諮問機関など附属機関に準ずる機関であるのか、その

取扱いは、自治体によってはさまざまである。 
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本区においては下部組織を附属機関の一部とみなし、構成員への対価

を報酬として支給するもの（「豊島区基本構想審議会」、「豊島区介護認定

審査会等」）、下部組織を附属機関とは別に位置づけ、報償費より支給す

るもの（「豊島区国際アート・カルチャー都市懇話会」等）に分かれるな

ど、統一性を欠く状況が確認された。 

ついては、現状の位置づけについて改めて妥当性を検証したうえで、

齟齬が生じないよう方針等に明確に規定されたい。 

これに関連し、「豊島区青少年問題協議会」では、条例において専門の

事項を調査するため、協議会に専門委員を置くことができるとしており、

27年度中に専門委員会を 2回開催し、専門委員に対しては報酬を支給し

ている。 

一方、「豊島区保健福祉審議会」では、規則において、専門的な調査又

は検討を行わせるため、専門委員会を置くことができるとしており、27

年度中に専門委員会を 4 回開催し、各委員に対しては、報償費を支給し

ている。なお、その額は報酬と同額である。 

     専門委員と専門委員会委員との名称の違いはあろうが、いずれも親会

議の委員から選任された委員により、下部組織ともいえる専門委員会が

開催され、分野別計画の細部について議論し、その結果を親会議に報告

するなど、その役割及び形態はほぼ同一と考えられる。 

「豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例」をみる

と、これら専門委員の報酬額は特に規定がないが、「豊島区自治推進委員

会」においては、専門委員の報酬額を委員の報酬額と同額ながらも別に

規定している。 

ついては、条例等における委員の位置づけ及び委員に対する報酬等の

あり方について、統一的な整理を図られたい。 

                  （企画課、行政経営課、総務課、関係各課） 

③ 審議会等の設置の合理化等について  P27表参照 

今回、監査対象とした審議会等の活動状況を平成 27年度において確認

した結果、22 の審議会等で開催実績が一度もない状況であった。 

また、未開催の理由の多くは、審議案件がなかったということであっ

たが、中には設置以来 1 度も開催されていないものや数年おきに行政計

画を策定する時のみ開催されるものもあり、次期の計画策定までは休眠

状態となっているものも存在した。 

附属機関基本方針の中で、附属機関を廃止する基準においては、「①社

会情勢の変化により設置の必要性が低下しているもの②目的が達成され

たもの③活動が不活発なもの④他の行政手段等で代替が可能なもの」と
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なっている。 

また、附属機関を統合する基準においては、「①設置目的及び所掌事項

が他の附属機関と類似し、又は重複しているもの②行政の簡素化・効率

化の見地から統合が望ましいもの」が対象となっている。 

審議会等が未開催又は不活発な機関においては、これらの基準に照ら

し、設置の必要性について再検証されたい。 

また、審議会等のうち計画策定のみを現状、審議内容としているもの

（「豊島区環境審議会」、「豊島区リサイクル・清掃審議会」等）は、策定

された計画の進捗状況や重要施策に関する答申など、その審議範囲の拡

大を検討されたい。 

一方、「豊島区自転車等駐車対策協議会」など、当初の設置目的と現状

の審議内容が乖離していると思われる審議会等については、今後の会議

体のあり方を検討されたい。 

いずれにせよ、近年、審議会等が増加傾向にある状況を踏まえ、それ

ぞれの役割と活動内容、効果等を定期的に精査、評価し、審議会等を効

果的・効率的に運用するための体制整備に取り組まれたい。 

（企画課、行政経営課、関係各課） 

④ 審議会等の定義及び対象範囲について 

 区では各種方針等で審議会等の定義を規定しているが、附属機関を除

く審議会等については、その内容が方針等によりそれぞれ異なる状態に

ある。 

例えば、「審議会等の女性委員比率改善に向けた取り組み基本方針」で

は、「規則、規定又は要綱に基づき、区長が設置する委員会、懇談会とす

る」とされており、一方、審議会公開要綱等では、「区長等が規則、規定、

要綱等により設置した会議体で、区の計画等の策定又は区行政の総合調

整を主な目的とする区の政策形成に関わるもの」とされている、 

 また、企画課が全庁向けに例年実施している「審議会等の設置状況の

調査」では、その対象範囲は、「政策形成に深くかかわる会議」とされて

いる。 

 このため、全庁的な対応に齟齬が生じ、政策形成に関連しない会議な

ど、総合調整部門が把握できない審議会等が存在することとなる。 

 ついては、審議会等の定義及び対象範囲を整理されるよう要望する。 

（企画課、区民相談課、男女平等推進センター） 

 

 

 



 

16 

 

４ おわりに（総括意見） 

本監査では、区における審議会等の運営について、個々の会議体の内容

から全体の状況等に至るまで幅広く対象とし、その実態を分析・検証した。 

近年、人口減少、少子高齢化の進展など、社会経済環境が大きく変化し、

また住民ニーズが多様化しており、各自治体は限られた資源の中で、複雑

かつ高度化する行政課題や、新たな行政需要に対応することが求められて

いる。 

こうした状況において、公平性、公正性を十分に確保しつつ、それぞれ

の地域の特性に応じた魅力ある自治体運営を行うためには、職員のみなら

ず、住民、関係団体、外部専門家等様々な立場の多様な知見が反映                                                   

されることが肝要である。 

各分野から構成された委員等の多面的かつ活発な議論を通じ、優れた意

見具申等が期待される審議会等は、いまや質の高い行政を実現するうえで、

不可欠ともいえる極めて重要な役割を担っている。 

また、審議会等はその多くが行政における政策形成や意思決定の一翼を

担っているが、これらの過程を含めて必要な情報を住民等に積極的に公開

することは行政の透明性を高め、自治体に対する信頼を確保することに寄

与する。 

 したがって、審議会等が単に行政の意向を追認し、正当化するための機

関となっていないか、あるいは後々、仮に重大な課題が発生した際に、「い

つ」、「どこで」、「だれが関与し」、「何が」、「どのようにして」決まってい

ったのか等について、住民に説明責任を果たす観点から関係文書の作成・

保存はもとより、一層の情報公開を図る必要がある。 

本区では附属機関の設置、審議会等に係る女性及び区民委員など多様な

人材の登用、さらには会議の公開に関する方針等を策定しており、こうし

た庁内規範を設けたことについては評価するところであるが、一方、本監

査の結果、庁内全体にその趣旨が十分浸透しておらず、規定が遵守されて

いない点や目標と著しく乖離している点も相当数見受けられ、遺憾ながら

方針等が形骸化している印象を受けた。 

これは、附属機関基本方針等で規定している、審議会等の設置や委員の

選任に対する総合調整部門と各所管との協議及び共通認識が不十分である

状況に起因するものと推察する。 

総合調整部門は方針を策定し、通知することにとどまらず、その運営実

態を的確に把握し、各所管との十分な対話を通じ、掲げた目標の実現に向

けて、積極的な創意工夫に努められたい。 

具体的には、審議会等の運営に係る理解を深めるため、情報公開及び女
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性、区民の登用など、審議会等の統括を担う各部門による調整会議等で現

状の課題と今後の改善策を検討したうえで、全庁規模の説明会を実施する

ことも一案であろう。 

また、方針の中には女性委員の登用など、進捗がすぐれない事項もある

が、好事例となりうる会議体も存在するので、これらを紹介する等の普及

啓発にも努められたい。 

  

区民参画及び公民連携の取組みを推進し、本区が目標とする持続発展都

市を確立するうえで、審議会等の果たす役割は今後一層増大することが想

定される。 

審議会等の設置目的や意義を再認識し、その機能が十分発揮されるよう

不断の制度改善と効果的な運用を切に望むものである。 
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第３  監査結果に対する改善措置等の報告 

 

監査の結果は前項のとおりであるが、指導事項等各事項について改善

等の措置を講じた時は、地方自治法第 199 条第 12 項の規定に基づき、

その旨を通知されたい。 

 また事務監査の際、事務処理方法等に対し口頭で是正を求めた軽微な

事項については、速やかに対処されたい。 
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別紙１≪事前調査集計結果等≫   

 

 

１ 設置根拠について 

 
※「法令必置」とは、法律により設置が義務付けられているものをいう。 

※「法令任意」とは、法律により設置できると規定されており条例で設置されたものをいう。 

※「条例」とは、区独自の条例により設置されたものをいう。 

附属機関に準ずる機関70のうち、66が規則・要綱等により設置され、4は法令必

置や条例設置を設置根拠とするものであった。これら4は、附属機関の要件には当

たらない執行機関同士の協議・調整の場、情報共有の場として設置されているもの

であった。 

 

 

２ 設置目的について 

 

設置目的では、附属機関55機関のうち、審議機関が34（61.8％）であり、過半数

を占めていた。 

附属機関に準ずる機関のうち、32（45.7％）において、「調停」、「審査」、「審

議」、「調査」を設置目的とするとの所管課の回答であった。 

 

（単位：機関）

法令必置 法令任意 条例設置 規則設置 要綱設置 その他

55 10 6 39 0 0 0

構成比 100.0% 18.2% 10.9% 70.9% 0.0% 0.0% 0.0%

70 3 0 1 2 59 5

構成比 100.0% 4.3% 0.0% 1.4% 2.9% 84.3% 7.1%

125 13 6 40 2 59 5

全体構成比 100.0% 10.4% 4.8% 32.0% 1.6% 47.2% 4.0%

合　計
区　　分

区　分

附属機関

附属機関に
準ずる機関

合　計

（単位：機関）

調停機関 審査機関 審議機関 調査機関 その他

55 1 17 34 3 0

構成比 100.0% 1.8% 30.9% 61.8% 5.5% 0.0%

70 1 1 26 4 38

構成比 100.0% 1.4% 1.4% 37.1% 5.7% 54.3%

125 2 18 60 7 38

全体構成比 100.0% 1.6% 14.4% 48.0% 5.6% 30.4%

区　分

合　計

附属機関

附属機関に
準ずる機関

合　計
区　　分

（注１）関係課の保有資料を一部使用している。（この場

合、欄外に出典を記載している。） 

（注 2）附属機関に準ずる機関とは P1の監査対象のもの

のうち附属機関を除くもの 
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３ 委員構成等について 

 

（１）委員数（現員数） 

 

附属機関のうち15名を超えている機関は13（31.7％）、その内30名を超えている

機関は4（9.8％）であった。 

 

 

（２）委員の構成 

 

委員の選任にあたっては、附属機関には、専門的知識が求められるため主に学

識経験者として大学教授、弁護士、医師等が選任され、附属機関に準ずる機関に

は、関係団体との調整を図ること、区民各層の意見を聞くこと等の目的で、各種

団体に推薦を依頼しているものが多く見受けられた。 

また、附属機関において、延べ67人の区議会議員及び延78人の区職員が委員に

選任されていた。 

（単位：機関・人）

機関数 委員数 機関数 委員数 機関数 委員数

31人以上 12 713 4 250 8 463

30人～26人 9 253 3 80 6 173

25人～21人 9 210 2 42 7 168

20人～16人 11 198 4 78 7 120

15人～11人 22 285 11 141 11 144

10人～6人 20 168 9 73 11 95

5人以下 14 52 8 30 6 22

合　計 97 1,879 41 694 56 1,185

平均 19.4 16.9 21.2

※ 休止中及び廃止の会議等28は含まない。（対象97）

区　分
合　計 附属機関

附属機関に
準ずる機関

（単位：人）

公募 団体推薦 団体指名

694 39 113 7 53 6 40 281 67 78 10

構成比 100.0% 5.6% 16.3% 1.0% 7.6% 0.9% 5.8% 40.5% 9.7% 11.2% 1.4%

1,185 16 334 0 111 28 204 192 5 274 21

構成比 100.0% 1.4% 28.2% 0.0% 9.4% 2.4% 17.2% 16.2% 0.4% 23.1% 1.8%

1,879 55 447 7 164 34 244 473 72 352 31

全体構成比 100.0% 2.9% 23.8% 0.4% 8.7% 1.8% 13.0% 25.2% 3.8% 18.7% 1.6%

※ 委員数等は、各所管課が把握している場合のみ算入している。なお、区職員には、区長、副区長、教育長等を含む。

※ 休止中及び廃止の会議等28は含まない。（対象97）

区職員区　分

合　計

区内民間
事業者

区外民間
事業者

国・都
職員

区民
その他

学識
経験者

区議会
議員

合計

附属機関

附属機関に
準ずる機関
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（３）委員の年齢 

 

 委員の年齢構成（未把握を除く）は、全体で50歳未満が21.5％に対し、50歳以上

が78.5％と年齢層に偏りがあった。とりわけ、40歳未満の構成比が6.3％と著しく

低い状況であった。 

 

 

（４）女性委員の登用 

 

表中のとおり、27年度末時点で各審議会等の女性委員の登用率は附属機関で

24.3％、附属機関に準ずる機関では25.3％、両者の平均は25.0％であり、女性委員

の登用のないものは47、全体の34.6％を占める状況となっていた。 

 

 

 

（単位：人）

694 1 17 81 173 148 74 14 186

構成比 100.0% 0.2% 3.3% 15.9% 34.1% 29.1% 14.6% 2.8%

1,185 7 37 69 150 106 76 33 707

構成比 100.0% 1.5% 7.7% 14.4% 31.4% 22.2% 15.9% 6.9%

1,879 8 54 150 323 254 150 47 893

全体構成比 100.0% 0.8% 5.5% 15.2% 32.8% 25.8% 15.2% 4.8%

※ 年齢については、各所管課が把握している場合のみ算入している。

※ 休止中及び廃止の会議等28は含まない。（対象97）

※ 構成比については、未把握分を除く。

70歳代50歳代 60歳代区　分 合　計 30歳未満 30歳代

附属機関

40歳代 80歳以上 未把握

附属機関に
準ずる機関

合　計

委員数

(人) (人) (%)

26 55 21 745 193 25.9%

27 56 21 808 196 24.3%

26 79 26 1778 443 24.9%

27 80 26 1777 450 25.3%

26 134 47 2523 636 25.2%

27 136 47 2585 646 25.0%
※ 企画課調べ

※ 各年度末の数値

うち女性
委員数

区　分 年度

附属機関

附属機関に
準ずる機関

合　計

機関数
合　計

うち女性
のいない
機関数

女性委員
割合
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（５）委員の公募 

 

27年度末時点においては、表のとおり公募委員のいる機関は、附属機関で16、附

属機関に準ずる機関で5となっており、公募委員の割合は、附属機関で15.5％、附

属機関に準ずる機関で9.5％、平均で13.5％であった。26年度と比較しても大きな

変化はない。 

 

 

（６）委員の在任期間(通算) 

 

5年以上選任されている委員が附属機関では27.2％、附属機関に準ずる機関も含

めると表のとおり563人、全体の30.0％となっていた。 

 

(人) (人) (%)

26 17 328 44 13.4%

27 16 291 45 15.5%

26 6 178 15 8.4%

27 5 147 14 9.5%

26 23 506 59 11.7%

27 21 438 59 13.5%
※ 企画課調べ

※ 各年度末の数値

公募委員の

いる機関の
委員数

公募
委員数

区　分 年度
公募委員
のいる
機関数

附属機関

附属機関に
準ずる機関

合　計

公募委員
の割合

（単位：人）

694 338 167 105 59 12 13

構成比 100.0% 48.7% 24.1% 15.1% 8.5% 1.7% 1.9%

1,185 353 458 291 46 26 11

構成比 100.0% 29.8% 38.6% 24.6% 3.9% 2.2% 0.9%

1,879 691 625 396 105 38 24

全体構成比 100.0% 36.8% 33.3% 21.1% 5.6% 2.0% 1.3%

※ 在任期間については、各所管課が把握している場合のみ算入している。

※ 休止中及び廃止の会議等28は含まない。（対象97）

20年以上
15～20年

未満

附属機関

附属機関に
準ずる機関

合　計

合　計 2年未満
2～5年
未満

5～10年
未満

10～15年
未満

区　分
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（７）兼任の状況 

           

兼任機関数  1  2  3  4  5  6  7  9 14 

委員数(人) 816 192 55 17 11  5  4  1  1 

表のとおり附属機関に準ずる機関も含め審議会等を3以上兼任している者が94人

(8.5％)であった。 

 

 

 

 

４ 会議の公開等について 

 

（１）会議の開催周知 

 

表のとおり、会議の開催を周知しているのは、全体で41（32.8％）であった。周

知方法は、ホームページ・広報紙によるもので、周知なしと回答されたものは、全

体で84（67.2％）に上った。 

 

 

 会議の開催周知 （単位：機関）

55 8 1 18 28

構成比 100.0% 14.5% 1.8% 32.7% 50.9%

70 9 0 5 56

構成比 100.0% 12.9% 0.0% 7.1% 80.0%

125 17 1 23 84

全体構成比 100.0% 13.6% 0.8% 18.4% 67.2%

※ 複数回答可

附属機関

附属機関に
準ずる機関

合　計

合　計

周知方法

区ホーム
ページ

区広報
区ホーム

ページ・

区広報
なし

区　分
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（２）会議の公開及び非公開理由 

 

 

 

 

会議の非公開理由は下表のとおりであった。 

 

  

 

 

 

会議の公開（傍聴の可否）（単位：機関）

55 30 25

構成比 100.0% 54.5% 45.5%

70 19 51

構成比 100.0% 27.1% 72.9%

125 49 76

全体構成比 100.0% 39.2% 60.8%

合　計

合　計 公開 非公開区　分

附属機関に
準ずる機関

附属機関

会議の非公開理由

6 7.9% 2 4

4 5.3% 0 4

24 31.6% 11 13

11 14.5% 1 10

12 15.8% 0 12

3 3.9% 3 0

1 1.3% 0 1

7 9.2% 6 1

8 10.5% 2 6

76 100.0% 25 51
※ 所管課からの自由記述での回答

非公開理由

中立公平の確保

合　計

条例で定められている

附属機関に
準ずる機関

個人情報等保護

公開になじまない

政策決定にかかわらない

理由なし

合　計

規則・要綱で定められている

自由な発言を促す

その他

附属機関
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（３）会議録の作成及び公開状況 

 

 

会議録は全体で13（13.4％）の審議会等で未作成となっていた。 

 

 

会議録を作成しているもののうち会議録公開・公開方法は下表のとおりであった。 

 

会議録を公開しているのは全体で42（50.0％）と半数であった。 

 

 会議録作成状況 （単位：機関）

41 38 3

構成比 100.0% 92.7% 7.3%

56 46 10

構成比 100.0% 82.1% 17.9%

97 84 13

全体構成比 100.0% 86.6% 13.4%

※ 休止中及び廃止の会議等28は含まない。（対象97）

合　計

附属機関

附属機関に
準ずる機関

合　計

作成 未作成区　分

上記会議録を作成しているもののうちの会議録公開・公開方法 （単位：機関）

38 21 0 20 7 1 17

構成比 100.0% 55.3% （0.0%） （95.2%） （33.3%） （4.8%） 44.7%

46 21 1 19 1 0 25

構成比 100.0% 45.7% （4.8%） （90.5%） （4.8%） （0.0%） 54.3%

84 42 1 39 8 1 42

全体構成比 100.0% 50.0% （2.4%） （92.9%） （19.0%） （2.4%） 50.0%

※ 複数回答可

※ (   )は、公開会議数に対する構成比

※ 休止中及び廃止の会議等28及び会議録未作成13は含まない。

事務局
で閲覧

附属機関

附属機関に
準ずる機関

合　計

会議数
合　計

公開状況

区　分
非公開
会議数

公開
会議数

公開方法

職員ポータ
ルサイト

区ホーム
ページ

情報公開
コーナー
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（４）会議資料の事前配付及び傍聴者数 

 

委員への会議資料の事前配付については、全体で68のうち30（44.1％）が行っ

ていた。また、会議の傍聴を可としている機関は全体で22で、可としていない機

関46の約半数であり、可としている機関にあっても傍聴人の数は、1回あたりの

平均で1.2人と少なく、なかでも文化商工部所管の豊島区国際アート・カルチャ

ー都市懇話会における傍聴者が94人と平均を押し上げており、仮にこれを除いた

場合の平均では0.5人とさらに少なくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 監査委員監査の対象とした審議会等の状況（単位：機関・人）

配布あり 配布なし 傍聴者数 平均

19 12 166 285 1.7

構成比 63.3% 31.6%

11 26 142 70 0.5

構成比 36.7% 68.4%

30 38 308 355 1.2

全体構成比 44.1% 55.9%

※ 監査委員監査の対象68会議体(休止中18会議体を除く)について掲載

区　分

委員に対する
会議資料事前配布

(68会議体中)

会議開催
延回数

傍聴可能会議での
傍聴者数

附属機関

附属機関に
準ずる機関

合　計
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５活動状況等について 

 

（１）会議の開催状況 

会議の開催状況は、次表のとおりである。        

 

附属機関については平成25年度以降27年度まで、年5回以上の開催がもっとも多

く、附属機関に準ずる機関では、平成25年度以降27年度まで年1回開催がもっとも

多かった。また、平成25年度以降平成27年度までにおいて未開催となっているのは、

附属機関で延べ30、附属機関に準ずる機関では延べ26あり、ともに増加傾向にある。

これら機関の未開催理由は、ほとんどが審議対象とする案件がなかったとしている。 

 

 

 

 

（単位：機関）

0回 1回 2回 3回 4回 5回以上

46 9 3 9 5 4 16

構成比 100.0% 19.6% 6.5% 19.6% 10.9% 8.7% 34.8%

50 10 6 6 3 3 22

構成比 100.0% 20.0% 12.0% 12.0% 6.0% 6.0% 44.0%

55 11 6 10 6 7 15

構成比 100.0% 20.0% 10.9% 18.2% 10.9% 12.7% 27.3%

60 6 15 13 4 12 10

構成比 100.0% 10.0% 25.0% 21.7% 6.7% 20.0% 16.7%

64 9 16 8 9 9 13

構成比 100.0% 14.1% 25.0% 12.5% 14.1% 14.1% 20.3%

70 11 16 12 8 12 11

構成比 100.0% 15.7% 22.9% 17.1% 11.4% 17.1% 15.7%

106 15 18 22 9 16 26

構成比 100.0% 14.2% 17.0% 20.8% 8.5% 15.1% 24.5%

114 19 22 14 12 12 35

構成比 100.0% 16.7% 19.3% 12.3% 10.5% 10.5% 30.7%

125 22 22 22 14 19 26

構成比 100.0% 17.6% 17.6% 17.6% 11.2% 15.2% 20.8%

審議会等開催状況

26

年　度

25

26

27

区　分
機関数
合計

附属機関

附属機関に
準ずる機関

25

26

27

27

合計

25
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（２）設置年度及び年度別推移 

  

 
平成17年度以降、平成27年度までの約10年間において、附属機関及び附属機関

に準ずる機関125機関のうち、半数以上の73機関が設置されていた。 

 

 

 

 

 

 
  ※ 企画課調べ 

   ※各年度4月1日現在の数値 

表のとおり、平成22年度と平成27年度の比較では、全体で28機関の増加となっ

ており、その増加率は26.4％である。5年間で3割弱増加したことになる。 

 

（単位：機関）

附属機関 55 0 5 1 7 4 12 21 5

附属機関に
準ずる機関

70 0 4 3 3 5 8 41 6

合　計 125 0 9 4 10 9 20 62 11

昭和50年度

～
昭和59年度

昭和60年度

～
平成6年度

平成7年度

～
平成16年度

平成17年度

～
平成26年度

区　分 合　計
昭和29年度

以前

昭和30年度

～
昭和39年度

平成27年度

昭和40年度

～
昭和49年度

37 34 34 34 35
55

69 74 80 81 87

79
106 108 114 115

122
134

0

20

40

60

80

100

120

140

160

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

会議体数 年度別推移

附属機関 附属機関に準ずる機関
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６成果等 

 

（１）会議の成果 

 

附属機関のすべてにおいて答申・提言等があった。 

 

（２）施策への反映状況 

 

施策への反映状況については、附属機関で37（90.2％）、附属機関に準ずる機関

では53（94.6％）が表のとおり、施策への反映があったとの回答であった。 

 

（単位：機関）

41 41 20 1 7 13 0

構成比 100.0% 100.0% 48.8% 2.4% 17.1% 31.7% 0.0%

56 49 0 3 5 41 7

構成比 100.0% 87.5% 0.0% 6.1% 10.2% 83.7% 12.5%

97 90 20 4 12 54 7

全体構成比 100.0% 92.8% 22.2% 4.4% 13.3% 60.0% 7.2%

※ 休止中及び廃止の会議等28は含まない。（対象97）

※ その他は「判定」「調査」「審査等」。

附属機関

附属機関に
準ずる機関

合　計

答申等

無

答申内容

答申 提言 報告書等 その他

合　計
答申等

有
区　分

（単位：機関）

41 37 24 2 5 6 4

構成比 100.0% 90.2% 64.9% 5.4% 13.5% 16.2% 9.8%

56 53 26 4 11 12 3

構成比 100.0% 94.6% 49.1% 7.5% 20.8% 22.6% 5.4%

97 90 50 6 16 18 7

全体構成比 100.0% 92.8% 55.6% 6.7% 17.8% 20.0% 7.2%

※ 休止中及び廃止の会議等28は含まない。（対象97）

※ 反映等無には、調査表へ未記載であった分（附属機関3、附属機関に準ずる機関3）を含む。。

附属機関に
準ずる機関

合　計

附属機関

反映等

有

反映等

無

反映内容

事業に
反映

合　計区　分

予算化
改善等の

参考
その他
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別紙２≪監査対象審議会等一覧≫ 

   ※監査委員監査の対象審議会等は太字で表記 

 

1 地方自治法第138 条の4 第3 項の規定に基づき附属機関として設置された審議会等 

（平成27年4月1日現在） 

№ 所属部課名  審議会等名  設置根拠 

1  政策経営部 企画課 豊島区自治推進委員会  条例 

2  政策経営部 企画課 豊島区政策評価委員会  条例 

3  政策経営部 企画課 豊島区基本構想審議会  条例 

4  政策経営部 行政経営課 豊島区公の施設指定管理者審査委員会 条例 

5  政策経営部 区民相談課 豊島区行政情報公開・個人情報審議会 条例 

6  総務部 総務課 豊島区特別職報酬等審議会 条例 

7  総務部 総務課 行政情報公開・個人情報保護審査会 条例 

8  総務部 総務課 豊島区表彰審査会 条例 

9  総務部 契約課 豊島区入札監視委員会 条例 

10 総務部 契約課 豊島区総合評価競争入札推進委員会 条例 

11 総務部 防災危機管理課 豊島区国民保護協議会 法令必置 

12 総務部 防災危機管理課 豊島区防災会議 法令必置 

13 総務部 男女平等推進センター 豊島区男女共同参画推進会議 条例 

14 総務部 男女平等推進センター 豊島区男女共同参画苦情処理委員 条例 

15 施設管理部 財産運用課 豊島区財産価格審議会 条例  

16 施設管理部 施設計画課 豊島区公共施設等総合管理計画策定委員会 条例 

17 区民部 区民活動推進課 豊島区区民活動支援事業補助金審査委員会 条例 

18 区民部 国民健康保険課 豊島区国民健康保険運営協議会 法令必置 

19 文化商工部 生活産業課 豊島区中規模小売店舗立地調整審議会 条例 

20 文化商工部 生活産業課 商工政策審議会 条例 

21 文化商工部 文化デザイン課 豊島区国際アート・カルチャー都市懇話会 条例 

22 文化商工部 学習・スポーツ課 豊島区スポーツ推進計画策定委員会 条例 

23 文化商工部 学習・スポーツ課 豊島区生涯学習推進協議会 条例 

24 文化商工部 図書館課 豊島区図書館経営協議会 条例 

25 環境清掃部 環境政策課 豊島区環境審議会 法令任意 

26 環境清掃部 ごみ減量推進課 豊島区リサイクル・清掃審議会 条例 

27 保健福祉部 福祉総務課 豊島区保健福祉審議会 条例 

28 保健福祉部 福祉総務課 豊島区民生委員推薦会 法令必置 

29 保健福祉部 障害福祉課 福祉有償運送運営協議会 条例 

30 保健福祉部 障害福祉課 豊島区障害認定審査会 法令必置 
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31 保健福祉部 介護保険課 豊島区介護認定審査会 法令必置 

32 保健福祉部 地域保健課 豊島区公害健康被害診療報酬審査会 条例 

33 保健福祉部 地域保健課 豊島区公害健康被害認定審査会 法令必置 

34 保健福祉部 地域保健課 豊島区大気汚染障害者認定審査会 法令必置 

35 保健福祉部 地域保健課 健康プラン推進会議 条例 

36 保健福祉部 地域保健課 豊島区保健所運営協議会 法令任意 

37 保健福祉部 健康推進課 豊島区感染症の診査に関する協議会 法令必置 

38 子ども家庭部 子ども課 豊島区青少年問題協議会 法令任意 

39 子ども家庭部 子ども課 豊島区子ども・子育て会議 法令任意 

40 子ども家庭部 子育て支援課 豊島区子どもの権利擁護委員 条例 

41 子ども家庭部 保育課 豊島区民間保育所事業者選定審査会 条例 

42 都市整備部 都市計画課 豊島区都市計画マスタープラン策定検討委員会 条例 

43 都市整備部 都市計画課 豊島区アメニティ形成審議会 条例 

44 都市整備部 都市計画課 豊島区都市計画審議会 法令任意 

45 都市整備部 都市計画課 豊島区池袋駅周辺地域再生委員会 条例 

46 都市整備部 庁舎跡地活用課 豊島区現庁舎地活用事業者審査委員会 条例 

47 都市整備部 住宅課 住宅対策審議会 条例 

48 都市整備部 住宅課 豊島区リノベーションまちづくり検討委員会 条例 

49 都市整備部 建築課 豊島区建築審査会 法令必置 

50 都市整備部 建築課 豊島区建築紛争調停委員会 条例 

51 都市整備部 交通対策課 豊島区自転車等駐車対策協議会 法令任意 

52 教育部 庶務課 豊島区教育に関する事務の点検・評価委員会 条例 

53 教育部 庶務課 豊島区教育ビジョン検討委員会 条例 

54 教育部 庶務課 豊島区文化財保護審議会 条例  

55 教育部 指導課 豊島区教育委員会いじめ問題対策委員会 条例 

※ 16、21、45 については、平成27年4月1日以降の設置である。 

※所属課名は、平成28 年度の名称である。 

 

2 外部委員を含む附属機関以外の会議体 

（平成27年4月1日現在） 

№ 所属部課名 審議会等名 設置根拠 

1  政策経営部 企画課 豊島区総合教育会議 法令必置 

2  政策経営部 企画課 地域と大学との連携推進協議会 協定書 

3  政策経営部 企画課 豊島区セーフコミュニティ推進協議会 要綱 

4  総務部 総務課 豊島区官公庁等連絡協議会 規約 

5  総務部 人事課 豊島区安全衛生委員会 法令必置 
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6  総務部 防災危機管理課 豊島区生活安全協議会 条例 

7  総務部 男女平等推進センター 豊島区男女平等推進センター運営委員会 要綱 

8  施設管理部 施設計画課 千川小学校跡地の活用を考える会 会則 

9  区民部 区民活動推進課 区政連絡会 要綱 

10 区民部 東部区民事務所 区政連絡会 要綱 

11 区民部 西部区民事務所 区政連絡会 要綱 

12 文化商工部 文化デザイン課 （仮称）西部地域複合施設における(仮称)芸術文化 

資料館開設準備会 文学・マンガ分野専門部会 要綱 

13 文化商工部 文化デザイン課 （仮称）西部地域複合施設における(仮称)芸術文化 

資料館開設準備会議 美術分野専門部会 要綱 

14 文化商工部 文化デザイン課 （仮称）西部地域複合施設における(仮称)芸術文化 

資料館開設準備会 郷土資料分野専門部会 要綱 

15 文化商工部 文化デザイン課 豊島区文学・マンガ資料等収集委員会 要綱 

16 文化商工部 文化デザイン課 豊島区美術品等収集・活用委員会 要綱 

17 文化商工部 文化デザイン課 豊島区国際アート・カルチャー都市懇話会 幹事会 

要綱 

18 文化商工部 文化デザイン課 旧鈴木家住宅の保存・活用検討会 要綱 

19 文化商工部 文化デザイン課 豊島区熊谷守一作品等評価委員会 要綱 

20 文化商工部 文化デザイン課 豊島区立郷土資料館運営委員会 要綱 

21 文化商工部 文化観光課 豊島区観光振興推進委員会 要綱 

22 文化商工部 図書館課 豊島区図書館企画調整連絡会議 要綱 

23 保健福祉部 福祉総務課 豊島区保健福祉審議会専門委員会 規則 

24 保健福祉部 福祉総務課 特別養護老人ホーム整備等の新たな整備手法に関する  

調査研究会  要綱 

25 保健福祉部 高齢者福祉課 高齢者虐待対応決定会議 要綱  

26 保健福祉部 高齢者福祉課 老人ホーム入所判定委員会 要綱 

27 保健福祉部 高齢者福祉課 地域包括支援センター運営協議会 要綱 

28 保健福祉部 障害福祉課 豊島区障害者地域支援協議会 要綱 

29 保健福祉部 障害福祉課 豊島区障害者地域支援協議会 相談支援部会 要綱 

30 保健福祉部 障害福祉課 豊島区障害者地域支援協議会 就労支援部会 要綱 

31 保健福祉部 障害福祉課 豊島区障害者地域支援協議会 差別解消部会 要綱 

32 保健福祉部 障害福祉課 豊島区障害者地域支援協議会 権利擁護部会 要綱 

33 保健福祉部 障害福祉課 豊島区障害者・障害福祉計画推進会議 要綱 

34 保健福祉部 障害福祉課 豊島区障害者虐待対応機関連絡会議 法令必置 

35 保健福祉部 生活福祉課 豊島区路上生活者対策連絡会議 要綱 

36 保健福祉部 介護保険課 豊島区介護保険事業計画推進会議 要綱 
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37 保健福祉部 地域保健課 豊島区災害医療検討会議 要綱 

38 保健福祉部 地域保健課 新型インフルエンザ等対策推進協議会 要綱 

39 保健福祉部 地域保健課 新型インフルエンザ等対策推進協議会 医療部会 要綱 

40 保健福祉部 地域保健課 在宅医療連携推進会議 要綱 

41 保健福祉部 地域保健課 在宅医療連携推進会議(口腔・嚥下障害部会) 要綱 

42 保健健福祉部 地域保健課 在宅医療連携推進会議(在宅服薬支援部会) 要綱 

43 保健福祉部 地域保健課 在宅医療連携推進会議(訪問看護ステーション部会)  

 要綱 

44 保健福祉部 地域保健課 在宅医療連携推進会議(リハビリテーション部会)  

要綱 

45 保健福祉部 地域保健課 在宅医療連携推進会議(ＩＣＴ部会) 要綱 

46 保健福祉部 地域保健課 がん対策推進会議 要綱 

47 保健福祉部 地域保健課 歯と口腔の健康づくり推進計画策定会議 要綱 

48 保健福祉部 生活衛生課 豊島区食品衛生推進員会議 要綱 

49 子ども家庭部 子ども課 豊島区青少年問題協議会専門委員会 要綱 

50 子ども家庭部 子育て支援課 豊島区子ども家庭支援センター運営協議会 要綱 

51 子ども家庭部 子育て支援課 豊島区要保護児童等対策地域協議会実務者会議ネッ 

トワーク会議 要綱 

52 子ども家庭部 子育て支援課 豊島区要保護児童等対策地域協議会代表者会議  

要綱 

53 子ども家庭部 子育て支援課 豊島区要保護児童等対策地域協議会実務者会議  

 要綱 

54 子ども家庭部 保育課 障害児入所審査会 要綱 

55 都市整備部 都市計画課 造幣局地区街づくり計画検討委員会 要綱 

56 都市整備部 都市計画課 豊島区地域公共交通会議 要綱 

57 都市整備部 都市計画課 池袋副都心交通戦略委員会 要綱 

58 都市整備部 都市計画課 大塚駅周辺整備に関する調整会議 要綱 

59 都市整備部 都市計画課 池袋駅地区バリアフリー基本構想推進協議会 要綱 

60 都市整備部 都市計画課 造幣局地区街づくり計画専門部会 要綱 

61 都市整備部 都市計画課 池袋駅及び駅周辺整備検討委員会 要綱  

62 都市整備部 道路管理課 豊島区道路工事調整協議会 規約 

63 都市整備部 交通対策課 豊島区違法駐車等防止連絡協議会 要綱 

64 都市整備部 交通対策課 「自転車利用の安全」対策委員会 要綱 

65 都市整備部 交通対策課 豊島区交通安全協議会 規約 

66 都市整備部 交通対策課 豊島区交通安全協議会 高齢者交通安全対策部会  

要綱 



 

34 

 

67 教育部 指導課 特別支援教育推進委員会 要綱 

68 教育部 指導課 豊島区立学校教科用図書選定委員会 規則 

69 教育部 教育センター 就学相談委員会 要綱 

70 選挙管理委員会 豊島区明るい選挙推進協議会 要綱  

※ 17、24、31 については、平成27年4月1日以降の設置である。 

※ 所属課名は、平成 28 年度の名称である。  
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参考資料  

豊島区附属機関設置に関する条例 

                                                                               

平成26年7月7日条例第16号                                     

改正 平成26年12月8日条例第37号 

平成27年3月20日条例第4号 

平成27年7月6日条例第33号 

平成28年3月18日条例第1号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第138条の４第３項及び第202条の３第１項の規定に基づき、区長及び教育委員

会（以下「執行機関」という。）の附属機関の設置、担任する事務、組織その他附属機関に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（設置及び担任事務） 

第２条 執行機関の附属機関として、別表に掲げる附属機関を置く。 

２ 附属機関の担任する事務は、別表附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じて、それぞ

れ同表担任事務の欄に定めるとおりとする。 

（組織） 

第３条 附属機関の委員（以下「委員」という。）の定数は、別表附属機関の欄に掲げる附属

機関の区分に応じて、それぞれ同表委員の定数の欄に定めるとおりとする。 

２ 委員は、学識経験者その他それぞれの附属機関の担任する事務に応じて執行機関が適当と

認める者のうちから、当該執行機関が委嘱し、又は任命する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、別表附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じて、それぞれ同表委

員の任期の欄に定めるとおりとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（専門委員） 

第５条 執行機関は、必要があると認めるときは、附属機関に専門の事項を調査させるための

専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、学識経験者その他執行機関が適当と認める者のうちから、当該執行機関が委

嘱し、又は任命する。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当該

附属機関の属する執行機関が定める。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第３項及び第５項の規定は、平成26年

10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に設置されている次の表の附属機関の欄に掲げる機関の委員又は

専門委員として委嘱され、又は任命され、現にその職にある者については、この条例の施行

の日に第３条第２項の規定により委嘱され、又は任命された委員とみなす。この場合におい

て、これらの委員の任期は、第４条第１項本文の規定にかかわらず、同表附属機関の欄に掲

げる附属機関の区分に応じて、それぞれ同表任期の欄に定める日までとする。 

附属機関 任期 

豊島区政策評価委員会 平成27年3月31日 

豊島区公の施設指定管理者審査委員会 平成27年3月31日 

豊島区総合評価競争入札推進委員会 平成28年4月30日 

豊島区入札監視委員会 平成26年11月30日 

豊島区公共施設等総合管理方針検討委員会 平成27年3月31日 

豊島区区有地活用事業プロポーザル選定委員会（落合

南長崎駅前） 

平成26年9月30日 

豊島区区民活動支援事業補助金審査委員会 平成27年3月31日 

豊島区図書館経営協議会 平成27年3月31日 

豊島区福祉有償運送運営協議会 平成27年8月31日 

豊島区教育に関する事務の点検・評価委員会 平成27年3月31日 

豊島区教育ビジョン検討委員会 平成27年3月31日 

（豊島区附属機関設置に関する条例の一部改正） 

３ 豊島区附属機関設置に関する条例（平成26年豊島区条例第16号）の一部を次のように改正

する。 

別表第１号豊島区区有地活用事業プロポーザル選定委員会（落合南長崎駅前）の項を削る。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

４ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年豊島区条例第20

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

５ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正

する。 

〔次のよう〕略 
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附 則（平成26年12月８日条例第37号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年豊島区条例第20

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成27年３月20日条例第４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

（豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成26年豊島区条例第39号）

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成27年７月６日条例第33号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年７月10日から施行する。 

（豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成26年豊島区条例第39号）

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成28年３月18日条例第１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成26年豊島区条例第39号）

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

別表（第３条関係） 

（平26条例37・平27条例４・平27条例33・平28条例１・一部改正） 
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(1) 区長の附属機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 委員の任期 

豊島区国際アー

ト・カルチャー都

市懇話会 

豊島区アート・カルチャー都

市づくりに関すること。 

30人以内 2年 

豊島区政策評価委

員会 

区の政策、施策及び事務事業

に係る評価及び審査に関す

ること。 

13人以内 委嘱又は任命された日か

らその日の属する年度の

末日まで 

豊島区公の施設指

定管理者審査委員

会 

指定管理者の選考に係る評

価及び審査に関すること。 

15人以内 2年 

豊島区現庁舎地活

用事業者審査委員

会 

現庁舎地活用におけるプロ

ポーザル方式の事業者選定

に係る審査に関すること。 

12人以内 委嘱又は任命された日か

ら事業者が選定される日

まで 

豊島区総合評価競

争入札推進委員会 

総合評価競争入札に係る審

査に関すること。 

15人以内 3年 

豊島区入札監視委

員会 

入札及び契約手続に係る審

査に関すること。 

3人以内 2年 

豊島区公共施設等

総合管理計画策定

委員会 

公共施設等総合管理計画の

策定に関すること。 

20人以内 1年 

豊島区区民活動支

援事業補助金審査

委員会 

区民活動支援事業補助金の

交付に係る審査に関するこ

と。 

5人以内 2年 

豊島区観光振興プ

ラン策定委員会 

豊島区観光振興プランの策

定に関すること。 

15人以内 委嘱又は任命された日か

らプランが策定される日

まで 

豊島区スポーツ推

進計画策定委員会 

豊島区スポーツ推進計画の

策定に関すること。 

19人以内 委嘱又は任命された日か

ら計画が策定される日ま

で 

豊島区図書館経営

協議会 

区立図書館の運営に係る評

価及び審査に関すること。 

15人以内 2年 

豊島区地域包括支

援センター運営協

議会 

地域包括支援センターの設

置及び運営等に関すること。 

10人以内 2年 
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豊島区福祉有償運

送運営協議会 

特定非営利活動法人等が行

う福祉有償運送に係る協議

及び審査に関すること。 

12人以内 2年 

豊島区健康プラン

推進会議 

豊島区健康プランの推進に

係る評価及び審査に関する

こと。 

15人以内 2年 

豊島区民間保育所

事業者選定審査会 

民間保育施設におけるプロ

ポーザル方式の事業者選定

に係る審査に関すること。 

5人以内 委嘱又は任命された日か

ら事業者が選定される日

まで 

豊島区都市計画マ

スタープラン策定

検討委員会 

豊島区都市計画マスタープ

ランの策定に関すること。 

19人以内 委嘱又は任命された日か

らプランが策定される日

まで 

豊島区リノベーシ

ョンまちづくり検

討委員会 

豊島区リノベーションまち

づくり基本構想の策定に関

すること。 

20人以内 2年 

豊島区池袋駅周辺

地域再生委員会 

池袋副都心の都市再生事業

の推進に関すること。 

40人以内 2年 

 

(2) 教育委員会の附属機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 委員の任期 

豊島区教育に関す

る事務の点検・評

価委員会 

教育委員会の権限に属する

事務の管理及び執行状況に

ついての点検及び評価に関

すること。 

3人以内 委嘱又は任命された日か

らその日の属する年度の

末日まで 

豊島区教育ビジョ

ン検討委員会 

豊島区教育ビジョン及び教

育振興計画の策定に関する

こと。 

19人以内 委嘱又は任命された日か

らその日の属する年度の

末日まで 
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豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例 

 

                       平成26年12月8日条例第39号       

                    改正 平成27年3月20日条例第４号 

平成27年7月6日条例第33号 

平成27年12月7日条例第59号 

平成28年3月18日条例第1号 

平成28年3月18日条例第４号 

平成28年3月18日条例第18号 

 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定により設置した執行機

関の附属機関の構成員（以下「委員」という。）に対する報酬及び費用弁償の額並びにその

支給方法は、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。 

（報酬額） 

第２条 委員に対しては、別表の定めるところにより報酬を支給する。ただし、区の常勤の職

員である者に対しては、支給しない。 

（報酬の支給方法） 

第３条 委員の報酬は、次の各号に定める日に支給する。 

(1) 日額を支給単位とする委員の報酬は、勤務した当日又は勤務した日以後速やかに支給す

る。ただし、その月のうち相当日数の勤務をする場合は、その月分をまとめて翌月15日ま

でに支給することができる。 

(2) 月額を支給単位とする委員の報酬は、豊島区の一般職の職員の例による。 

２ 前項に定めるもののほか、報酬の支給方法に関し必要な事項は別に定める。 

（費用弁償） 

第４条 委員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。 

２ 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊

料及び食卓料の７種とし、その額は職員の旅費に関する条例（昭和50年豊島区条例第26号）

に規定する額とし、支給方法は豊島区の一般職の職員の例による。 

３ 前項に定めるもののほか、特別な事情があるときは、特別車両料金及び特別船室料金を支

給することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
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する条例（平成26年豊島区条例第38号）の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給すべき理由を生じた報酬及び弁償すべ

き理由を生じた費用弁償（委員の報酬及び費用弁償に限る。）については、それぞれこの条

例の相当規定により支給すべき理由を生じた報酬及び弁償すべき理由を生じた費用弁償と

みなす。 

３ 第２条の規定にかかわらず、次の表の職名の欄に掲げる委員の報酬の額は、同表の期間の

欄に掲げる期間においては、同表の報酬の額の欄に掲げるとおりとする。 

職名 期間 報酬の額 

豊島区福祉有償運送運営

協議会委員 

平成27年8月31日まで 学識経験委員日額 11,700円 

その他の委員日額 5,000円 

附 則（平成27年３月20日条例第４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年７月６日条例第33号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年７月10日から施行する。 

附 則（平成27年12月７日条例第59号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、法附則第１条に規定する政令で定める日から施行する。 

附 則（平成28年３月18日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月18日条例第４号） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月18日条例第18号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

（平27条例4・平27条例33・平27条例59・平28条例1・平28条例4・平28条例18・一部改正） 

職名 報酬の額 

豊島区基本構想審議会委員 会長日額 15,700円 

部会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区国際アート・カルチャー都市懇話会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 
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豊島区自治推進委員会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

専門委員日額 13,700円 

豊島区政策評価委員会委員 委員長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区公の施設指定管理者審査委員会委員 委員長日額 15,000円 

委員日額 13,000円 

豊島区現庁舎地活用事業者審査委員会委員 会長日額 19,500円 

委員日額 17,500円 

豊島区特別職報酬等審議会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区表彰審査会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区行政不服審査会委員 会長日額 19,500円 

合議体の長日額 19,500円 

委員日額 17,500円 

豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区総合評価競争入札推進委員会委員 委員長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区入札監視委員会委員 委員長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区防災会議委員 日額 13,700円 

豊島区国民保護協議会委員 日額 13,700円 

豊島区男女共同参画推進会議委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区男女共同参画苦情処理委員 日額 19,500円 

豊島区財産価格審議会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区公共施設等総合管理計画策定委員会委員 会長日額 19,500円 

委員日額 17,500円 

豊島区区民活動支援事業補助金審査委員会委員 委員長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区国民健康保険運営協議会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 



 

43 

 

豊島区商工政策審議会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区中規模小売店舗立地調整審議会委員 日額 13,700円 

豊島区観光振興プラン策定委員会委員 会長日額 13,000円 

公募委員日額 3,000円 

その他の委員日額 11,700円 

豊島区生涯学習推進協議会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区スポーツ推進計画策定委員会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区図書館経営協議会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区環境審議会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区リサイクル・清掃審議会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区保健福祉審議会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区民生委員推薦会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区地域包括支援センター運営協議会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区障害認定審査会委員 会長日額 19,500円 

合議体の長日額 19,500円 

委員日額 17,500円 

豊島区介護認定審査会委員 会長日額 19,500円 

合議体の長日額 19,500円 

委員日額 17,500円 

豊島区福祉有償運送運営協議会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区公害健康被害認定審査会委員 会長日額 19,500円 

委員日額 17,500円 

豊島区公害健康被害診療報酬審査会委員 会長日額 19,500円 

委員日額 17,500円 

豊島区大気汚染障害者認定審査会委員 会長日額 19,500円 
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委員日額 17,500円 

豊島区保健所運営協議会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区健康プラン推進会議委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区感染症の診査に関する協議会委員 会長日額 19,500円（豊島区感染症の診

査に関する協議会条例（平成11年豊島区

条例第20号）第7条第1項ただし書の規定

により会議を開く場合は、5,250円） 

委員日額 17,500円 

豊島区青少年問題協議会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区子ども・子育て会議委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区子どもの権利擁護委員 月額 60,000円 

豊島区民間保育所事業者選定審査会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区都市計画審議会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区都市計画マスタープラン策定検討委員会 委員長日額 19,500円 

委員日額 17,500円 

豊島区景観審議会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区池袋駅周辺地域再生委員会委員 会長日額 15,700円 

部会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区住宅対策審議会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区リノベーションまちづくり検討委員会委員 委員長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区建築審査会委員 会長日額 19,500円 

委員日額 17,500円 

豊島区建築紛争調停委員会委員 会長日額 19,500円 

委員日額 17,500円 

豊島区自転車等駐車対策協議会委員 会長日額 15,700円 
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委員日額 13,700円 

豊島区教育に関する事務の点検・評価委員会委員 委員長日額 19,500円 

委員日額 17,500円 

豊島区文化財保護審議会委員 会長日額 19,500円 

委員日額 17,500円 

豊島区教育ビジョン検討委員会委員 委員長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 

豊島区教育委員会いじめ問題対策委員会委員 会長日額 15,700円 

委員日額 13,700円 
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豊島区附属機関の設置及び運営に関する基本方針 

平成26年6月6日 

区 長 決 定 

（趣旨） 

第１条 本区における附属機関の機能の充実及び合理化等による行財政運営の効率化を図る

とともに、区政への区民参画の促進及び公正で透明な開かれた区政の推進に資するため、附

属機関の設置及び運営に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定める。 

（他の規程の適用） 

第２条 附属機関の設置及び運営については、基本方針のほか次に掲げる規程についても合わ

せて適用するものとする。 

① 附属機関等の委員公募等に関する基本方針（平成13年３月23日区長決定） 

② 豊島区審議会等の会議の公開に関する要綱（平成20年４月１日区長決定） 

③ 審議会等の女性委員比率改善に向けた取組み基本方針（平成25年２月20日区長決定） 

（附属機関の設置基準） 

第３条 附属機関を設置しようとする場合には、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

① 既存の附属機関の活用を図ること 

② 専門的な知識、公平・中立性の確保を特に必要とする場合に限り設置すること 

③ 附属機関の機能、目的及び所掌事項が明確であること 

④ 既に設置されている附属機関と設置目的が類似し、又は所掌事項が重複しないこと 

２ 附属機関は次に掲げる事項すべてに該当する機関とする。 

① 区職員及び関係行政機関の職員以外の者（有識者、区民等）を構成員に含むこと 

② 区の執行機関の長からその権限に属する事務執行について、機関の長へ審査、審議、調

査等行うことを依頼され、これらの職務を行うこと 

③ 機関の意見としてまとめ、当該機関の長から執行機関の長へ答申、提言、報告等を行う

こと 

（条例による設置） 

第４条 附属機関は条例において設置するものとし、法令に根拠を有する附属機関を除き、条

例によらない附属機関としての性格を有する合議制の機関は、名称のいかんを問わず、基本

方針の施行の日（以下「施行日」という。）以後は、設置しないものとする。 

（附属機関の見直し） 

第５条 施行日において既に設置されている附属機関については、次に掲げる基準により見直

しを行い、廃止又は統合を検討するものとする。 

(1) 廃止基準 

ア 社会情勢の変化により設置の必要性が低下しているもの 

イ 設置の目的が達成されたもの 

ウ 活動の不活発なもの 
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エ 他の行政手段等で代替が可能なもの 

(2) 統合基準 

ア 設置目的及び所掌事項が他の附属機関と類似し、又は重複しているもの 

イ 行政の簡素化・効率化の見地から統合が望ましいもの 

（委員の選任） 

第６条 附属機関の委員の選任に当たっては、附属機関の設置目的又は所掌事項に照らし、当

該附属機関が実質的かつ効果的な活動ができるよう、次に掲げる基準により選任するものと

する。 

① 専門的な知識、公平・中立性確保等設置の目的が的確に達成される委員構成とすること。

この場合において、区民から選任するよう努めるものとする。 

② 委員数は、原則として15人以内とすること。 

③ 同一人を委員として選任できる機関の数は、２機関までとするように努めること。 

④ 委員の構成は、男女いずれかの一方が40％未満となることのないよう努めること。 

⑤ 委員の任期は、原則２年とすること。ただし、附属機関の所掌事項が年度途中に終了す

る場合については、当該所掌事項の終了の日までとする。 

⑥ 同一の委員について４年又は連続して２任期（いずれか短い期間）を超える委嘱をしな

いように努めること。 

（委員の報酬） 

第７条 附属機関の委員の報酬については、原則、下記の表に基づくものとする。ただし、施

行日において、現に設置されている附属機関の委員の報酬については、原則、次の委員改選

時までを経過措置期間とし、改選の際に見直しを図るものとする。 

 

種別 会長日額 委員日額 

基本額 15,700円 13,700円 

特に高度の知識や専門性に基づく審議を行う等の特別

な事情がある場合 

19,500円 17,500円 

（委員の公募） 

第８条 附属機関の設置目的又は所掌事項を考慮し、必要により区民委員を登用する場合には、

基本的には公募とすること。 

（附属機関の運営） 

第９条 附属機関の運営については、次に掲げる基準により、その透明性を確保し、多くの区

民が区政に関与できる仕組みを構築するものとする。 

① 附属機関の会議開催等、運営に関する基本情報は、これを明らかにすること。 

② 附属機関の会議は原則として公開とし、非公開とするときは、その根拠を明らかにする

こと。 

③ 附属機関の会議は、会議録を調製し、原則として公開すること。 
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④ 附属機関の会議に使用した資料は、原則として公開すること。非公開とするときは、そ

の根拠を明らかにすること。 

（区民意見の反映等） 

第10条 附属機関の審議等に際しては、その設置目的又は所掌事項に照らし、広く区民に対し

意見・要望を求める必要がある場合には、審議の過程に区民の意見を反映する手法を導入し

なければならない。 

（全体調整） 

第11条 附属機関を設置する課の長は、附属機関の設置等に関し、政策経営部と調整を行うも

のとする。 

２ 政策経営部は、毎年度、附属機関の運営状況について調査を行う。 

３ 政策経営部は、前項の調査結果に基づき、附属機関等の運営の適正化に努めるものとする。 

（委任） 

第12条 基本方針の施行に関し必要な事項は、政策経営部長が定める。 

附 則 

１ この基本方針は、平成26年６月２日から施行する。 
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附属機関等の委員公募等に関する基本方針 

 

平成 13年 3月 23日 

区  長  決  裁 

 

１ 趣旨 

 この基本方針は、附属機関等の運営の透明性を高めるとともに、区民の自主的・主体的な区

政への参画を図り、区民と行政とのパートナーシップのもと開かれた区政の推進に寄与するた

め、附属機関等の委員の公募並びに女性の登用についての目標とするものである。 

 

２ 附属機関等の範囲について 

 附属機関等とは、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 138条の４第３項の規定に基づき、

法律又は条令により執行機関の附属機関として設置される審議会等及び規則、規定又は要綱に

基づき、区長が設置する委員会、懇談会等（本区職員のみで構成するものは除く）とする。 

 

３ 委員の公募について 

 附属機関等の設置趣旨や目的、また、一般区民に区民参加の機会を広げる視点から公募委員

を任命することが適当と判断される附属機関等については、構成員の２５％を目標にして積極

的に委員の公募を推進すること。 

 

４ 女性委員の登用について 

 附属機関等においては、女性委員の積極的な登用を推進し、男女いずれかの一方が４０％未

満となることのないよう努めること。 

 

 この基本方針は、平成１３年４月１日から適用する。 
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審議会等の女性委員比率改善に向けた取組み基本方針   

   

平成 25年 2月 20日 

区  長  決   定  

  

１．趣旨  女性の決定過程への参画は一人ひとりの人権が男女ともに尊重され、多様な生き方

が選択でき、個性を活かし能力を発揮できる男女共同参画社会の実現のために極めて重要であ

る。  

本基本方針は、豊島区男女共同参画推進条例第 8 条第 8 号「あらゆる分野の活動の意思決定

過程において、男女間に参画する機会の格差が生じることのないよう必要な措置を講ずること」

を実現するための本区における指針である。  

   

２．審議会等（附属機関等）の範囲について  

審議会等（附属機関等）とは、地方自治法（昭和 22 年法律 67号）第 138条の 4 第 3 項の規

定に基づき、法律又は条令により執行機関の附属機関として設置される審議会等及び規則、規

定又は要綱に基づき、区長が設置する委員会、懇談会等とする。  

なお、「附属機関等の委員公募等に関する基本方針」（平成 13年 3月 23日区長決裁）では、附

属機関等の範囲から「本区職員のみで構成するものは除く」とされているが、地域のモデル事

業所として、また、区民の半数を占める女性のニーズや発想力を的確に反映した施策を展開す

るため、本区職員のみで構成される会議体においても女性委員比率の改善に努めることとする。  

   

３．具体的な取り組み基本方針  

① 公募委員には必ず女性枠を設定し、積極的に女性委員を登用する。  

公募委員を任命することが適当と判断される附属機関等については、構成員の 25％を目標

に委員の公募を推進することとされている。よって、構成員が 8 名以上の審議会等につい

ては複数名を公募することとなるため、そのうちの半数を女性とするよう努めること。こ

のことについて特に区長が指定する附属機関等は実現に向けてあらゆる努力を尽くすもの

とする。  

② 委員を当該団体の代表と限定せず、団体から推薦をしていただいた方とする。  

団体に推薦を依頼する際、推薦依頼文に推薦する委員を会長職、副会長職に限らない旨を

明記するよう努めること。また、委員の推薦団体の見直しを行い、女性が参画する人数の

多い団体を選ぶよう配慮すること。  

③ 調査審議する専門事項に関し，学識経験を有する者を可能な限り幅広い範囲から候補

を募ることにより，女性の委員等候補者を確保する。  

学識経験者を委員に選任するに際しては、積極的に女性の適任者に依頼すること。また、学
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識経験者を複数名選任する場合は男女いずれか一方に偏らないよう努めること。  

④ 委員を決定する時は、企画課及び男女平等推進センターと協議する。  

審議会等を設置する際には企画課及び男女平等推進センターと協議し、充て職によって委員

を選任している審議会等については、規則、要綱、内規等の規定により、「～の長にある者」

を「～の長又は長の推薦する者」に改めるなど、女性の参画が進むよう規定の整備に努める

こと。  

⑤ 会議開催時には一時保育を実施する等、女性が参加しやすいように予算措置を行う。  

女性の方針決定過程への参画の促進のみならず男性の育児参加も進んでいることから、外 

部委員が参加する会議については一時保育の実施を検討すること。  

⑥ 会議開催時間を夜間に実施するなどして、昼間参加できない層に対し環境整備を行う。  

 様々な立場の委員の多様な意見を政策に反映できるよう会議開催時間や会場を柔軟に対

応すること。  

  

４．年次目標  

第 3次豊島区男女共同参画推進行動計画より    

評価指標  現状値  
平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度  

計画目標  

区 の 附 属 機

関・審議会等の

女性の参画率  

平成 21 年度  平成 28年度 

25.8％  28.0％  30.0％  35.0％  40.0％  

  

評価指標  現状値  
平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度  

計画目標  

女性委員のいな

い 区 の 附属 機

関・審議会等数  

平成 21 年度  平成 28年度 

23/106  18/106  13/106  8/106   0/106  

  

この基本方針は、平成 25年 3月 1日から適用する。  
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《第４次豊島区男女共同参画推進行動計画 抜粋》 

 

重点課題 （９） 政策・方針決定過程における男女共同参画の推進 

 

 

 

区の施策の対象の半分は女性であり、政治、経済、社会など多くの分野の活動を

担っているにもかかわらず、政策・方針等の決定過程への女性の参画は極めて低く、

そのため、各分野における事業に、男女共同参画あるいは生活者の視点が十分に入

っていない現状があります。 

 企業や地域活動の場等、さまざまな分野における、女性の決定過程への参画は、

女性だけでなく、男女が共に暮らしやすい社会の実現につながるものです。 

 国は、「社会のあらゆる分野において、2020 年までに、指導的地位に女性が占め

る割合が、少なくとも 30％程度」との目標を設定し、取組を進めてきましたが、現

状では国際的に見て低い水準にとどまっており、官民をあげた取組が一層求められ

ています。 

 豊島区男女共同参画推進条例（第 3条）では、あらゆる分野における活動の方針

の立案及び決定過程に参画する機会が確保されることを基本理念の一つとして掲

げ、「審議会等の女性委員比率改善に向けた取組基本方針（平成 25 年 2 月 20 日区

長決定）」において、審議会等の女性委員の比率を高めるため、具体的な取組を定

めており、今後一層の推進を図る必要があります。 

 

  

 

評価指標名 データの根拠 
現状値 計画目標 

（平成 26年度） （平成 33年度） 

区の附属機関・審議会等の 

女性の参画率 
豊島区企画課調べ 25.2％ 40％ 

 

評価指標名 データの根拠 
現状値 計画目標 

（平成 26年度） （平成 33年度） 

女性委員のいない 

区の附属機関・審議会等数 
豊島区企画課調べ 47／134 0／134 

 

 

現状と課題 

目標値 
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豊島区審議会等の会議の公開に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、豊島区自治の推進に関する基本条例（平成１８年豊島区条例第１）に規

定する区長等が設置する審議会等の会議の公開に関し、必要な事項を定めることにより、区

の政策形成過程における情報を区民に分かりやすく提供し、もって区民の知る権利の保障に

資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき設置される附

属機関 

(2) 区長等が規則、規程、要綱等により設置した会議体で、区の計画等の策定又は区行政の

総合調整を主な目的とする区の政策形成に関わるもの 

（会議の公開） 

第３条 審議会等の会議は、原則として公開する。 

（会議の非公開等の決定） 

第４条 審議会等は、当該審議会等の会議が次のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は

一部の非公開を決定することができる。 

(1) 法令等（法律、命令、条例又は規則をいう。以下同じ。）の規定により非公開とされる

場合 

(2) 豊島区行政情報公開条例第 7 条各号に掲げる非公開情報（以下「非公開情報」という。）

に該当する事項について審議等を行う場合 

(3) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に著しい支障があると認め

られる場合 

２ 審議会等は、会議の全部又は一部の非公開を決定したときは、その理由を明らかにしなけ

ればならない。 

（会議の傍聴） 

第 5 条 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることに

より行うものとする。 

２ 前項の場合において、審議会等は、傍聴を認める者の定員を定めることができる。 

３ 審議会等は、会議の公開に当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る

手続その他必要な事項を定め、当該会議の開催中における会場の秩序の維持に努めなければ

ならない。 

（会議開催の周知） 

第 6 条 審議会等を所管する事務局（以下「事務局」という。）は、公開する会議を開催する

に当たっては、次に掲げる事項を、区ホームページに掲載するほか、区広報紙等により事前に
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区民に周知しなければならない。ただし、緊急に審議会等の会議を開催する必要が生じたとき

は、この限りでない。 

(1) 審議会等の名称 

(2) 開催日時 

(3) 開催場所 

(4) 議題 

(5) 傍聴を認める者の定員及び傍聴の申込方法 

(6) その他事前公表が可能な事項 

(7) 問い合わせ先 

（会議録の作成） 

第 7 条 事務局は、当該会議の公開、非公開にかかわらず、会議終了後速やかに会議録を作成

しなければならない。 

２ 前項の会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 審議会等の名称 

(2) 事務局を主管する課の名称 

(3) 開催日時 

(4) 開催場所 

(5) 議題 

(6) 会議の公開、非公開又は一部非公開の別 

(7) 会議を非公開又は一部非公開とした場合は、その理由 

(8) 会議録の公開、非公開又は一部非公開の別 

(9) 会議録を非公開又は一部非公開とした場合は、その理由 

(10) 出席者の氏名等 

(11) 傍聴人の数（会議を公開又は一部非公開とした場合に限る。） 

(12) 審議経過 

(13) 会議の結果 

(14) 提出された資料等 

(15) その他必要な事項 

（会議録の公開） 

第 8 条 事務局は、当該会議に係る会議録（会議資料を含む。）を、会議録の確定後速やかに、

次に掲げる方法により、一般の閲覧に供するものとする。 

(1) 事務局での閲覧 

(2) 行政情報コーナーでの閲覧及び区ホームページへの掲載 

(3) その他審議会等が指定する場所での閲覧 

２ 前項の会議録には、原則として第 7 条に規定する事項を掲載する。ただし、第 4 条の規定

により、会議の全部又は一部の非公開を決定したときは、当該 
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会議録の公開方法について、当該審議会が決定するものとする。 

３ 審議会等は、会議録の全部又は一部の非公開を決定したときは、その理由を明らかにしな

ければならない。 

４ 事務局は、当該会議資料について、その内容が非公開情報に該当する場合を除き、閲覧に

供するなど情報提供に努めなければならない。 

５ 第 1 項の規定による閲覧は、当該会議録に係る会議を開催した日の属する年度及び翌年度

の始めから 2 年間行うものとする。 

 (審議会等の概要の公開) 

第９条 事務局は、当該審議会等の概要について明らかにするため、毎年 4 月 1 日現在におけ

る次に掲げる事項を、区ホームページに掲載するものとする。 

(1) 審議会等の名称 

(2) 設置根拠法令等 

(3) 設置年月日 

(4) 所掌事務 

(5) 会議の公開、非公開又は一部非公開の別 

(6) 会議を非公開又は一部非公開とした場合は、その理由 

(7) 委員の構成 

(8) 開催実績 

(9) その他公表が可能な事項 

(10) 問い合わせ先 

２ 事務局は、新たに審議会等を設置したとき又は既に設置されている審議会等に変更等があ

ったときは、前項に掲げる事項について、企画課長へ提出するとともに、速やかに区ホーム

ページに掲載するものとする。 

（特別の定めがある場合の取扱） 

第１０条 審議会等の会議の公開並びに会議録の作成及び公開について、法令等に特別の定め

があるときは、その定めるところによるものとする。 

（補足） 

第１１条 この要綱の対象とならない会議についても、当該会議体の事務局は、この要綱に照

らし、会議及び会議録を公開するよう努めなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月２１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、この要綱は、平成２０年４月１日以降に開催される審議会等の

会議について適用する。 

（会議録の指針の廃止） 

３ この要綱の施行に伴い、「会議録の作成に関する指針」（平成 13 年３月 28 日区長決裁）
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は、廃止する。 

（経過措置） 

４ この要綱の施行の際、審議会等の会議録で現に作成されているものについては、この要綱

の規定を適用する。 
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豊島区審議会等の会議の公開に関する要綱運用指針 

 

第１ 目的（第１条関係） 

本条は、本要綱の目的を定めたものである。 

 豊島区自治の推進に関する基本条例第１８条は、区長等の説明責任の一環として区長等が設

置する審議会等の会議の公開原則を定めている。本要綱は、同条に規定された審議会等の会議

の公開に関して必要な事項を定めるものであり、各条項の解釈及び運用は、常に同条例におけ

る区政情報の共有の理念に照らして行わなければならない。 

 

第２ 定義（第 2 条関係） 

 本条は、本要綱の規定が及ぶ審議会等の範囲について規定したものである。 

１ 附属機関とは、地方自治法第１３８条の４第 3 項に規定する法律又は条例の定めるところ

により、区の執行機関の附属機関として設置される審査会、審議会、調査会その他の調停、

審査、諮問又は調査のための機関をいう。 

２ 「区長等」とは、区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。 

３ 本条第２号の規定は、区長等が規則、規程、要綱等により設置した会議体のうち、その主

たる設置目的が、区の計画等の策定又は区行政の総合調整であるものについて、内部会議も

含めて本要綱を適用する趣旨である。 

４ 本条第 1 号又は第 2 号に該当する会議は、別表のとおりとする。 

なお、別表に掲げる会議は、審議会等の会議の新設、改正、廃止、名称変更等に応じて、

速やかに見直すこととする。 

５ 附属機関以外の会議で、次に掲げる内容を設置目的とする会議体については、本要綱の対

象からは除くものとする。 

（1）専ら軽易な連絡調整又は事務説明を目的とするもの 

（2）個人や団体の表彰を審査することを目的とするもの 

（3）専ら個人に関する情報を基礎として、個人の処遇の判定等の審議、審査等を行うこと

を目的とするもの 

（4）専ら事業者の選定を目的とするもの 

なお、本要綱の対象から除かれる会議についても、その会議の公開に当たっては、本要綱

の趣旨に沿って行うよう努めなければならない。 

 

第３ 会議の公開（第 3 条関係） 

１ 区行政の透明性、公正性を向上させるため、政策形成過程の情報を可能な限り区民に提供

していくという趣旨から、審議会等の会議及び会議録は原則として公開とする。 

２ 「会議」には、附属機関又は会議体自体の会議のみならず、その下部組織として設置する

専門委員会、部会等（答申案等を作成する起草委員会に相当するものを除く。）の会議も含む
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ものとする。 

３ 審議会等の会議の委員等には就任依頼時から、事前に本要綱の趣旨である会議の公開原則

等の規定について説明をし、了解を得ておくこととする。 

 

第４ 会議の非公開等の決定（第 4 条関係） 

１ 審議会等の会議について、原則に反して、会議の全部又は一部を非公開（以下「非公開等」

という。）とする場合は、当該審議会等において決定することとする。 

２ 審議会等が、運営の基本方針として会議の非公開等を決定した場合は、会議開催ごとに非

公開等の決定を行う必要はない。ただし、会議の状況により非公開等の取扱いを変更する場

合は、審議事項が確定次第決定することとする。 

３ 公開する会議の開催中に、非公開とすべき情報を扱う必要が生じた場合は、非公開とすべ

き情報に基づく審議事項を後に回し、傍聴者を退席させてから審議するなど工夫をする。 

４ 本条第 1 項第 2 号に規定する豊島区行政情報公開条例第 7 条各号に規定する非公開情報

とは、次のとおりである。 

 

 

【参考】 

 豊島区行政情報公開条例 

第 7条 実施機関は、公開請求があったときは、当該請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情

報（以下「非公開情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、

当該行政情報を公開しなければならない。 

(1) 法令等（法律、命令、他の条例又は規則をいう。以下同じ。）の規定又は実施機関が法律

上従う義務を有する各大臣、東京都知事その他国若しくは東京都の機関の要求若しくは指

示により、公にすることができないと認められる情報 

(2) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、特定の個

人が識別され、若しくは識別され得るもの、又は特定の個人が識別され、若しくは識別され得

ることはないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害すると認められるもの。ただし、

次に掲げる情報を除く。 

ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情

報  

イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認め

られる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定す

る国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定する

独立行政法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する

情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第２条第１項に規定する独立行政法
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人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員並びに地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２条に規定する地方公務員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行

に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務

遂行の内容に係る部分 

   (3) 法人その他の団体（国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。）

に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、

当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。

ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると

認められる情報を除く。 

(4) 公にすることにより、犯罪の発生を招くおそれのある情報 

(5) 区の機関の内部若しくは相互間又は区の機関と国等（国、独立行政法人又は他の地方公

共団体をいう。以下同じ。）若しくは公開請求者以外のものとの間における審議、検討、協議、

調査研究等（以下「審議等」という。）に関する情報であって、公にすることにより、当該審議

等又は当該審議等の結果に基づいて区の機関若しくは国等が行う事務若しくは事業の適正

な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの 

(6) 区の機関又は国等が行う監査、検査、取締り、試験、契約、交渉、争訟、人事管理その他

の事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務若しくは事業の目的

を失わせ、又は当該事務若しくは事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの 

(7) 区、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの（以下「第三者」

という。）が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、

第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが

当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生

命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情

報を除く。 

 

 

５ 本条第 1 項第 3 号中「当該会議の公正かつ円滑な運営に著しい支障があると認められ

る場合」とは、当該会議を公開することにより、各委員の自由な発言と意見交換に支障を

きたすことが明らかに予想される場合をいう。 

６ 審議会等の会議の非公開等を決定した場合は、区ホームページに掲載する審議会等の概

要に非公開理由を明記する。 

７ 当該会議が、新設又は委員等の改選期に当たる場合等で、会議の方針が決定されていな

いときは、審議会等の概要の「会議の公開」欄を「非公開」とし、その理由を明記する。

ただし、事前に委員等に会議の公開について了承を得ているときには、「公開」とする。 

 

第５ 会議の傍聴（第５条関係） 
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１ 審議会等は、会議の実情に応じて、傍聴を認めるものの定員を定めることができる。 

２ 傍聴に係る手続その他必要な事項は、当該審議会等が定めることとする。 

 

第６ 会議開催の周知（第６条関係） 

本条は、会議の公開を区民に周知するため、事前公表の周知方法等について定めたものであ

る。 

１ 区民への周知方法は、区ホームページ及び区広報紙への掲載によるものとし、その他ポス

ターの掲示、チラシの配布等の手法を幅広く活用するものとする。 

２ 本条に規定する会議開催の周知事項のうち、議題について、区広報紙等への掲載が困難な

場合には、省略することができる。 

３ 当該会議が、新設又は委員等の改選期に当たる場合等には、本要綱の趣旨に沿って、事前

に委員等に会議の公開について了承を得るなど、より広く区民に事前周知するよう努めなけ

ればならない。 

 

第７ 会議録の作成（第 7 条関係） 

１ 「当該会議の公開、非公開にかかわらず」とは、会議の非公開が当然に当該会議録の非公

開に帰結するものではないから、たとえ当該会議が非公開であっても、会議録を作成しなけ

ればならないという趣旨である。 

２ 本条第 2 項に規定する会議録の様式は、原則として別記第１号様式とする。 

ただし、事務処理上の困難その他相当の理由があるときは、当該審議会等が決定すること

により、会議録の記載事項のうち、審議経過については審議の録音をもってこれに代えるこ

とができる。 

なお、審議経過の記載方法については、当該審議会等において決定するものとする。 

３ 事務局は、会議録の記載内容について、審議会等の会議の代表者又は当該代表者が指名し

た者の確認を得るものとする。ただし、審議会等において別段の確認方法を定めたときは、

その定めによる。 

第８ 会議録の公開（第 8 条関係） 

１ 会議録は 2 部作成し、1 部を区民相談課長に提出し、1 部を当該所管課長において閲覧に

供する。同様に、会議録を区ホームページに掲載するものとする。 

２ 区民相談課長は、前項の規定により提出された会議録を行政情報コーナーに備え置き、閲

覧に供することとする。 

３ 第 4 条の規定により、会議の非公開等を決定した会議は、会議録の公開の可否及び会議録

の公開方法について、当該審議会等が決定するものとする。 

４ 前項により、会議録の非公開等を決定した場合は、会議録の「公開の可否」欄に非公開理

由を明記する。 

５ 区ホームページに会議資料を掲載することが技術的に困難である場合には、会議録の「提
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出された資料等」欄に当該資料の表題を掲載することにより、これに代えることができる。 

６ 会議録の閲覧及び区ホームページへの掲載は、本条第 5 項の規定にかかわらず、審議会の

状況に応じ、長期にわたって行うことができる。 

７ 行政情報としての会議録の保存年限は、豊島区文書保存規程（平成 6 年豊島区訓令甲第４

号）によるものとする。 

 

第９ 審議会等の概要等の公開（第９条関係） 

本条は、審議会の名称、設置根拠、所掌事務等を明らかにするため、審議会等の概要の作成

及び公開方法について定めたものである。 

１ 本条に規定する審議会等の概要の様式は、別記第 2 号様式とする。所管課長は、毎年 4 月

1 日現在における審議会等の概要を作成し、区ホームページに掲載するものとする。 

２ 新たに審議会等を設置したとき又は既に設置されている審議会等の名称変更、改正、統合、

終了、廃止等の変更があったときは、所管課長は、変更内容を反映させた審議会等の概要を

作成し、企画課長に提出する。同様に、当該概要を、区ホームページに掲載し、速やかに区

民へ周知するよう努めなければならない。 

 

第１０ 特別の定めがある場合の取扱（第１０条関係） 

本条は、法令等に会議録の作成及び公開の手続が定められている会議の会議録については、

本要綱を適用しないことを定めたものである。 

 

第１１ 対象とならない会議の取扱（第１１条関係） 

本条は、区民への説明責任の観点から、本要綱の対象からは除かれる会議であっても、会議

録を作成し、会議及び会議録を公開するよう努めることが望ましいことを示すものである。 

 

附則関係 

１ 本要綱は、区長決定の日から施行し、平成２０年４月１日以後開催する審議会等の会議に

適用するものとする。 

２ 審議会等の会議録のうち、本要綱施行時に現に作成しているもの及び、従前より区ホーム

ページ又は行政情報コーナーにおいて会議録を公開しているものについても、本要綱の対象

とするものとする。 

 

  附 則 

この運用指針は、平成２０年７月１日から実施する。 

  附 則 

この運用指針は、平成２９年２月８日から実施する。 

（別表省略）
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別記第１号様式（第７関係） 

会  議  録 

附属機関又は 

会議体の名称 

 

 

事務局（担当課）  

 

開   催   日   時 

 

年   月  日（ ）   時  分 ～  時  分 

 

 

開 催 場 所 

 

 

 

 

 

議      題 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開の

可否 

 

 

 

 

 

会  議  

 

 

□公開 □非公開 □一部非公開    傍聴人数   人 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

 

 

 

会 議 録  

 

 

□公開 □非公開 □一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

 

 

 

 

出席者 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

そ の 他  

 

 

事 務 局  
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審 議 経 過      №   

 

※ 審議経過の記載が２頁以上にわたる場合は、右肩に№を付す。 
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会 議 の 結 果 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出された資料等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 
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別記第 2号様式（第９関係）        

審  議  会  等  の  概  要 
        

名   称   

設 置 根 拠 法 令 等   

設 置 年 月 日  昭和  平成   

区  分  

附 属

機関 
 附属機関以外で政策形成に関与する会議     

所 掌 事 務 

  

  

  

  

  

  

下部組織の名称   

委 員 の 構 成 

総数 名 （男性 名、女性 名） うち、公募委員  名 委員名簿 

代表者名：  （肩書き）   

会 議 の 公 開 公 開     一部非公開    非 公 開 

  一部非公開・非公開の理由：   

会 議 録 の 公 開 公 開     一部非公開    非 公 開 

  一部非公開・非公開の理由：   

問 合 せ 先 

部 課 名 部 課       

電 話 番 号  

メ  ー  ル 

ア ド レ ス 
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開催状況 【平成   年度】            

 開  催  回  数 審  議  会  等  回      

   下  部  組  織  回       

 答申書・計画書等   

 （開催経過）         

        

        

        

          

  【平成   年度】            

 開  催  回  数 審  議  会  等  回      

   下  部  組  織  回       

 答申書・計画書等   

 （開催経過）         

        

        

        

           

  【平成   年度】            

 開  催  回  数 審  議  会  等  回      

   下  部  組  織  回       

 答申書・計画書等   

 （開催経過）         
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別記第 2号様式 別紙（第９関係）  

    

   ＊敬称略・氏名５０音順 

職 氏      名 区  分 肩 書 き （ 活 動 分 野 、 所 属 等 ） 
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《地方自治法抜粋》 

 

第百三十八条の四  

③ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関とし

て自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のため

の機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでな

い。 

 

第二百三条の二 普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委

員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、

投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地

方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければなら

ない。 

② 前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で

特別の定めをした場合は、この限りでない。 

③ 第一項の職員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 

④ 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

審議会等の整理合理化に関する基本的計画 

平成１１年４月２７日 

閣 議 決 定  

 

 中央省庁等改革を推進するため、審議会等の整理合理化に関する基本的計画を以下のと

おり定める。  

１．審議会等の整理合理化 

 審議会等（国家行政組織法第８条並びに内閣府設置法第３７条及び第５４条の審議会等

をいう。以下同じ。）については、いわゆる隠れみのになっているのではとの批判を招いた

り、縦割り行政を助長しているなどの弊害を指摘されているところである。  

 こうした問題点を解決し、行政責任を明確にするため、基本法及び最終報告等に基づき、

次のとおり整理合理化を行う。  

（１）審議会等の整理  

 審議会等の設置については、別紙１の「審議会等の設置に関する指針」によることとする。

これに基づき既存の個々の審議会等について次の①から⑤の方針により整理を行った結果、

府省の再編に際し設置する審議会等の名称は別表のとおりとする。  

 これらにより存置される審議会等については、別紙２の「審議会等の組織に関する指針」

に基づき、組織することとし、それぞれ必要な法律、政令等の整備を行う。  

① 活動不活発な審議会等  

 基本的に廃止する。  

② 法令上時限の付されている審議会等又は事実上時限のある審議会等  

 時限の到来又は任務の終了をもって廃止する。  

③ 政策審議・基準作成機能  

 原則として廃止する。  

 ただし、  

 ア 行政の執行過程における計画・基準の作成について、法律又は政令により、審議会等

が決定若しくは同意機関とされている場合又は審議会等への必要的付議が定められている

場合については、その必要性を見直した上で、必要最小限の機能に限って存置する。  

 イ 基本的な政策について審議するものを数を限定して存置する。  

④ 行政処分関与・不服審査等の機能  

 法律又は政令により、審議会等が決定若しくは同意機関とされている場合又は審議会等

への必要的付議が定められている場合については、その必要性を見直した上で、必要最小限

の機能に限って存置する。  

⑤ 存置されることとなった機能については、これらの機能を持つそれぞれの審議会等を

審議分野の共通性に着目してできる限り統合することとする。  
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（２）審議会等の運営の改善  

 審議会等の運営の改善については、別紙３の「審議会等の運営に関する指針」により行う

ものとする。  

２．懇談会等行政運営上の会合の適正化 

 懇談会等行政運営上の会合の適正化については、別紙４の「懇談会等行政運営上の会合の

開催に関する指針」により行うものとする。  

 

別紙１  

審議会等の設置に関する指針 

 

審議会等の設置については、次の指針によるものとする。  

１．  国民や有識者の意見を聴くに当たっては、可能な限り、意見提出手続の活用、公

聴会や聴聞の活用、関係団体の意見の聴取等によることとし、いたずらに審議会等

を設置することを避けることとする。 

２．  基本的な政策の審議を行う審議会等は、原則として新設しないこととする。特段

の必要性がある場合についても、設置に当たっては審議事項を限定し、可能な限り

時限を付すこととする。  

 また、審議会等において、基本的な政策に係る必要的付議の規定は、原則として

置かないものとする。 

３．  不服審査、行政処分への関与、法令に基づく計画・基準の作成等については、法

令の改正等により新たに審議会等の審議事項とすべきものが発生した場合も、審議

分野の共通性等に着目して、可能な限り既存の審議会等において審議することとす

る。  

 また、審議事項は、法律又は政令により、審議会等が決定若しくは同意機関とさ

れるもの又は審議会等への必要的付議が定められているものに限ることとする。 

４．  社会情勢の変化により設置の必要性が低下した審議会等は、廃止することとす

る。 

 

 

別紙２  

審議会等の組織に関する指針 

審議会等の組織については、次の指針によるものとする。  
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１．委員数 

  

 委員数については、原則として２０名以内とし、これを上回る必要がある場合

であっても、３０名を超えないものとする。 

 また、通常の委員のほか、必要に応じて臨時委員、特別委員、専門委員を置く

場合、原則として次によることとする。 

（１） 臨時委員 

  

 臨時委員とは、特別の事項を調査審議するために、通常の委員のほか、臨時の

必要に応じて置かれる職員とする。臨時委員は、特別の事項に関する審議に関し

ては当該審議会等の意思決定に当たって議決権を有するものとする。 

 臨時委員は当該特別の事項の調査審議が終了したときは解任されるものとし、

その旨明定するものとする。 

（２） 特別委員 

  

 特別委員とは、特別の事項を調査審議するために、通常の委員のほか、臨時の

必要に応じて置かれる職員とする。特別委員は、審議会等の意思決定に当たって

は議決権を有しないものとする。 

 特別委員は当該特別の事項の調査審議が終了したときは解任されるものとし、

その旨明定するものとする。 

（３） 専門委員 

  

 専門委員とは、専門の事項を調査するために置かれる補助的職員とする。専門

委員は、当該審議会等の意思決定に当たっては議決権を有しないものとする。 

 専門委員は当該専門の事項の調査審議が終了したときは解任されるものとし、

その旨明定するものとする。 

２．勤務形態 

  

 委員は原則として非常勤とする。 

 ただし、審議会等の性格、機能、所掌事務の経常性、事務量等からみて、ほぼ

常時活動を要請されるものであり、かつ、委員としての勤務態様上特段の必要が

ある場合には、常勤とすることができることとする。 

３．委員、臨時委員、特別委員及び専門委員の資格要件 

  

 委員等については、行政への民意の反映等の観点から、原則として民間有識者

から選ぶものとする。国会議員、国務大臣、国の行政機関職員、地方公共団体又

は地方議会の代表等は、当該審議会等の不可欠の構成要素である場合を除き委員

等としないものとする。 

 なお、国の行政機関職員、地方公共団体又は地方議会の代表等である者を、属

人的な専門的知識及び経験に着目して委員等とすることは排除しないものとす

る。 

４．会長等 

  
 会長等は合議体の自立性を重視し、委員の互選により定めることを原則とす

る。 
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５．審議会等の下部機関 

（１） 専門的かつ詳細な調査又は討議を行った上で総合的な審議等を行う方法による

ことが適当な場合には、必要に応じて審議会等に下部機関（分科会、部会等）を

設置して弾力的、機動的な運営を図るものとする。 

  

 分科会、部会については、原則として、次によることとする。  

① 分科会  

 分科会は、審議事項のまとまりが大きく、独立性が高い場合において法令によ

り直接設置するものとし、法令により数、名称及びその所掌事項を定めるものと

する。  

 分科会は、委員、臨時委員、特別委員又は専門委員によって構成し、分科会の

結論は、委員及び議事に関係のある臨時委員により決定するものとする。  

② 部会  

 部会は、審議事項のまとまりが大きくない場合、あるいは独立性が高くない場

合に設置するものとし、総会の決議により数、名称及びその所掌事項を定めるも

のとする。  

 部会は、委員、臨時委員、特別委員又は専門委員によって構成し、部会の結論

は、委員及び議事に関係のある臨時委員により決定するものとする。  

 なお、分科会の下に更に部会を設けることもできることとする。 

（２）  分科会、部会において審議が行われた事項に係る審議会等としての意思決定

は、原則として、総会における総合的な審議を経た上で、総会の議決により行う

ものとする。 

 なお、審議事項によっては、分科会、部会の委員構成等にも配慮した上で、諮

問権者の同意を得て、あらかじめ総会の定めにより、分科会、部会の結論をもっ

て審議会等の意思決定とすることができるものとする。 

 ただし、不服審査等の審議事項や決定又は同意機関とされる審議会等の審議事

項については、法令により直接設置されず、その所掌事項が定められていない下

部機関の結論をもって審議会等の意思決定とすることは認められない。 

６．庶務 

  
 所管府省内の既存の部局において行うことを原則とし、特段の必要性のある場

合を除き、独自の事務局を設置しないものとする。 

 

別紙３  

審議会等の運営に関する指針 

審議会等の運営については、次の指針によるものとする。  

１．委員構成 

  
 委員の任命に当たっては、当該審議会等の設置の趣旨・目的に照らし、委員に

より代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成になるよう留意



 

73 

 

するものとする。 

 審議事項に利害関係を有する者を委員に任命するときは、原則として、一方の

利害を代表する委員の定数が総委員の定数の半ばを超えないものとする。 

２．委員の選任 

（１） 委員の選任 

  

① 府省出身者 

 府省出身者の委員への任命は、厳に抑制する。 

 特に審議会等の所管府省出身者は、当該審議会等の不可欠の構成要素である場

合、又は属人的な専門的知識経験から必要な場合を除き、委員に選任しない。  

② 高齢者 

 委員がその職責を十分果たし得るよう、高齢者については、原則として委員に

選任しない。  

③ 兼職 

 委員がその職責を十分果たし得るよう、一の者が就任することができる審議会

等の委員の総数は原則として最高３とし、特段の事情がある場合でも４を上限と

する。 

（２） 任期 

  

 委員の任期については、原則として２年以内とする。 

 再任は妨げないが、一の審議会等の委員に１０年を超える期間継続して任命し

ない。 

（３） 女性委員 

  
 委員に占める女性の比率を府省編成時からおよそ１０年以内に３０％に高め

るよう努める。 

３．議事 

（１） 規則の制定 

  
 審議会等は、下部機関の設置、定足数、議決方法、議事の公開、その他会議の

運営に関し必要な事項を規則の制定等により明定するものとする。 

（２） 基本的な政策の審議及び答申 

  

 基本的な政策を審議する審議会等は、有識者等の高度かつ専門的な意見等を聴

くため設置されるものであり、行政府としての最終的な政策決定は内閣又は国務

大臣の責任で行うものであることを踏まえ、審議及び答申を行うに際しては、次

の点に留意するものとする。  

① 諮問権者は諮問に当たっては、諮問事項に応じて、検討が必要な項目、問題

点等をあわせ示すことにより、効率的な審議が行えるようにするとともに、諮問

事項の内容により、必要に応じて、答申期限を設けることとし、審議会等はその

期限内に答申を行うよう努めるものとする。  

② 審議状況は適時諮問権者に報告することとし、必要に応じて、諮問権者は自

らの意見を審議会等に述べることとする。  

③ 審議を尽くした上でなお委員の間において見解の分かれる事項については、
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全委員の一致した結論をあえて得る必要はなく、例えば複数の意見を並記するな

ど、審議の結果として委員の多様な意見が反映された答申とする。 

（３） 利害関係者の意見聴取等 

  

① 審議会等は、その調査審議に当たり、特に必要があると認めるときは、当該

調査審議事項と密接に関連する利益を有する個人又は団体から意見を聴取する

機会を設けるよう努めるものとする。この場合において、他の関係者の利益との

公正な均衡の保持に留意するものとする。 

 なお、公聴会の開催等、法令に別段の定めのあるときは、それによるものとす

る。  

② 審議会等に対して、①の意見聴取に係る申出又は審議会等に関する苦情があ

ったときは、各府省は、庶務担当当局としてこれらの整理等をした上で、その結

果を適時に審議会等に報告するよう努めるものとする。  

③ 審議会等の運営に当たっては、広範な分野にまたがる行政課題についての総

合的、整合的な取組を推進するため、相互に密接な関連を有する審議会等の連携

確保等を図ることとする。 

（４） 公開 

  

① 審議会等の委員の氏名等については、あらかじめ又は事後速やかに公表す

る。  

② 会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確

保する。なお、特段の理由により会議及び議事録を非公開とする場合には、その

理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。 

 ただし、行政処分、不服審査、試験等に関する事務を行う審議会等で、会議、

議事録又は議事要旨を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共

の利益を害するおそれがある場合は会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を

非公開とすることができる。  

③ 議事録及び議事要旨の公開に当たっては、所管府省において一般の閲覧、複

写が可能な一括窓口を設けるとともに、一般のアクセスが可能なデータベースや

コンピュータ・ネットワークへの掲載に努めるものとする。 

 

別紙４  

懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針 

懇談会等行政運営上の会合（＊）については、今後次のように扱うものとする。  

１．運営の考え方  

 懇談会等行政運営上の会合については、審議会等とは異なりあくまでも行政運営上の意

見交換、懇談等の場として性格付けられるものであることに留意した上、審議会等の公開に

係る措置に準ずるとともに、２．の基準により、その開催及び運営の適正を確保した上で、

意見聴取の場として利用するものとする。  

２．運営の原則  

 １．の考え方に沿って、当該府省の施策に関する審議等を行う行政機関との誤解を避ける

とともに自由活発な意見聴取を行うため、以下の点に留意して運営するものとする。  
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（１）開催根拠  

 省令、訓令等を根拠としては開催しないものとする。  

 また、懇談会等に関するいかなる文書においても、当該懇談会等を「設置する」等の恒常

的な組織であるとの誤解を招く表現を用いないものとする。  

（２）名称  

 審議会、協議会、審査会、調査会又は委員会の名称を用いないものとする。  

（３）会合の運営方法  

 懇談会等の定員及び議決方法に関する議事手続を定めないものとする。  

 また、聴取した意見については、答申、意見書等合議体としての結論と受け取られるよう

な呼称を付さないものとする。  

（＊）行政運営上の参考に資するため、大臣等の決裁を経て、大臣等が行政機関職員以外の

有識者等の参集を求める会合であって、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集

を求めることを予定しているもの  

 

別表  

審議会等の整理合理化関係 

（注）本表において「基本的政策型審議会」とは、行政の企画・立法過程における法案作成

や法案作成につながる事項などの基本的な政策を審議事項に含む審議会等をいい、「法施行

型審議会」とは、行政の執行過程における計画や基準の作成、不服審査、行政処分等に係る

事項について、法律又は政令により、審議会等が決定若しくは同意機関とされている場合又

は審議会等への必要的付議が定められている場合に、当該事項のみを審議事項とする審議

会等をいう。  

１．府省再編時において存置する審議会等（７２審議会等。名称は現行のもの。（）内は中

央省庁等改革関連法律案等にて名称を変更予定の審議会等の新名称案。）  

（１）基本的政策型審議会（２２審議会等）  

電気通信審議会、消防審議会、法制審議会、海外移住審議会、財政制度審議会（財

政制度等審議会）、外国為替等審議会（関税・外国為替等審議会）、航空・電子等

技術審議会（科学技術・学術審議会）、中央教育審議会、文化財保護審議会（文化

審議会）、公衆衛生審議会（厚生科学審議会）、中央社会福祉審議会（社会保障審

議会）、中央労働基準審議会（労働政策審議会）、農政審議会（食料・農業・農村

政策審議会）、林政審議会、沿岸漁業等振興審議会、産業構造審議会、総合エネル

ギー調査会（総合資源エネルギー調査会）、中小企業政策審議会、国土審議会、運

輸政策審議会（交通政策審議会）、都市計画中央審議会（社会資本整備審議会）、

中央環境審議会  

（２）法施行型審議会（４２審議会等）  

恩給審査会、統計審議会、地方財政審議会、郵政審議会、電波監理審議会、検察官

適格審査会、中央更生保護審査会、検察官特別考試審査会、公証人審査会、外務人

事審議会、関税等不服審査会、税理士審査会（国税審議会）、宇宙開発委員会、放

射線審議会、教科用図書検定調査審議会、大学設置・学校法人審議会、宗教法人審
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議会、原子爆弾被爆者医療審議会、医道審議会、中央薬事審議会（薬事・食品衛生

審議会）、援護審査会、社会保険審査会、中央社会保険医療協議会、中央最低賃金

審議会、労働保険審査会、農林漁業保険審査会、農業資材審議会、獣医事審議会、

農林物資規格調査会、輸出入取引審議会、消費経済審議会、化学品審議会、計量行

政審議会、工業所有権審議会、土地鑑定委員会、運輸審議会、航空事故調査委員会、

国土開発幹線自動車道建設審議会（国土開発幹線自動車道建設会議）、中央建設業

審議会、中央建設工事紛争審査会、中央建築士審査会、公害健康被害補償不服審査

会  

（３）時限存置又は任務終了時まで存置する審議会等（８審議会等）  

公務員制度調査会、人権擁護推進審議会、大規模小売店舗審議会、産炭地域振興審

議会、石炭鉱業審議会、奄美群島振興開発審議会、小笠原諸島振興開発審議会、臨

時水俣病認定審査会  

２．府省再編時に内閣府に移管されることによって、国家行政組織法第８条の審議会等では

なくなる審議会等（１８審議会等。名称は現行のもの。）  

（１）基本的政策型審議会（７審議会等）  

税制調査会、原子力委員会、原子力安全委員会、地方制度調査会、選挙制度審議会、

国民生活審議会、金融審議会  

（２）法施行型審議会（７審議会等）  

衆議院議員選挙区画定審議会、公正審査会、防衛施設中央審議会、自動車損害賠償

責任保険審議会、証券取引等監視委員会、公認会計士審査会、企業会計審議会  

（３）時限存置又は任務終了時まで存置する審議会等（４審議会等）  

国会等移転審議会、経済戦略会議、沖縄振興開発審議会、株価算定委員会  

３．廃止する審議会等（１２１審議会等。必要な機能が存置される審議会等に移管されるも

のを含む。）  

（１）廃止する審議会等（１１９審議会等）  

港湾調整審議会、対外経済協力審議会、社会保障制度審議会、動物保護審議会、男

女共同参画審議会、電源開発調整審議会、海洋開発審議会、科学技術会議、資金運

用審議会、貿易会議、歴史的風土審議会、青少年問題審議会、北海道開発審議会、

自衛隊離職者就職審査会、経済審議会、国民生活安定審議会、技術士審議会、資源

調査会、自然環境保全審議会、瀬戸内海環境保全審議会、水資源開発審議会、土地

政策審議会、民事行政審議会、矯正保護審議会、副検事選考審査会、国家公務員共

済組合審議会、関税率審議会、たばこ事業等審議会、国有財産中央審議会、金利調

整審議会、中央酒類審議会、国税審査会、理科教育及び産業教育審議会、教育課程

審議会、教育職員養成審議会、学術審議会、測地学審議会、保健体育審議会、文化

功労者選考審査会、生涯学習審議会、大学審議会、臨時大学問題審議会、国語審議

会、著作権審議会、人口問題審議会、厚生科学審議会、厚生統計協議会、中央障害

者施策推進協議会、身体障害者福祉審議会、医療審議会、医療関係者審議会、あん

摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復等審議会、生活環境審議会、中央

環境衛生適正化審議会、食品衛生調査会、中央児童福祉審議会、医療保険福祉審議

会、年金審議会、農林水産統計観測審議会、かんがい排水審議会、農業機械化審議

会、果樹農業振興審議会、畜産振興審議会、中央生乳取引調停審議会、食品流通審

議会、甘味資源審議会、米価審議会、中央森林審議会、中央漁業調整審議会、輸出

水産業振興審議会、漁港審議会、高圧ガス及び火薬類保安審議会、工場立地及び工



 

77 

 

業用水審議会、情報処理振興審議会、航空機工業審議会、車両競技審議会、繊維産

業審議会、産業技術審議会、貿易保険審議会、商品取引所審議会、割賦販売審議会、

鉱山保安試験審査会、伝統的工芸品産業審議会、鉱業審議会、石油審議会、石油需

給調整審議会、電気事業審議会、弁理士審査会、中小企業近代化審議会、中小企業

安定審議会、中小企業分野等調整審議会、運輸技術審議会、新幹線鉄道審議会、海

運造船合理化審議会、海上安全船員教育審議会、港湾審議会、航空審議会、観光政

策審議会、自動車損害賠償責任再保険審査会、気象審議会、簡易生命保険審査会、

電気通信技術審議会、雇用審議会、労働者災害補償保険審議会、中央職業安定審議

会、中小企業退職金共済審議会、じん肺審議会、勤労者財産形成審議会、女性少年

問題審議会、中央家内労働審議会、障害者雇用審議会、中央職業能力開発審議会、

住宅宅地審議会、建築審議会、道路審議会、河川審議会、公共用地審議会、中央固

定資産評価審議会、地方公務員共済組合審議会  

（２）府省再編以前に設置期限の到来する審議会等（１審議会等）  

地方分権推進委員会  

（３）府省再編時に特別の機関に置かれる合議制の機関となることによって、国家

行政組織法第８条の審議会等ではなくなる審議会等（１審議会等）  

中央鉱山保安協議会  

（備考）基本的計画策定時においては審議会等として設置されていないが、府省再編までに

又は府省再編以降に審議会等として設置予定のもの  

① 新設予定のもの  

情報公開審査会、国地方係争処理委員会、政策評価・独立行政法人評価委員会（仮

称）、その他独立行政法人評価委員会（当該独立行政法人を所管する内閣府又は各

省ごとに１）  

② 現在は特別の機関に置かれる合議制の機関であるが、府省再編に伴い、審議会等と位置

づけられることとなるもの  

日本工業標準調査会

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


