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平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第２ ２指導 

（１）委員に関すること 

① 女性委員の登用について  

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

第２ ２指導 

（１）委員に関すること 

① 女性委員の登用について  

・「審議会等の女性委員比率改善に向けた取

組み基本方針」に基づき、毎年全課に取組依頼

文を発出している。 

 ・個々の審議会の実態把握と改善措置につい

ては、対象審議会を所管する各部長と詳細な現

状や今後の予定を共有するとともに、所管課長

にヒアリング調査を実施した。その際、より詳

細な実態把握を行うとともに、「平成 33年度に

女性比率４０％」という目標を達成するための

具体的な改善措置を話しあった。 

現在、各所管課はヒアリング結果を踏まえて

目標を達成する「対応策シート」を作成中であ

る。 

・男女平等推進センターでは、各所管課の対

応策を掲載した「審議会等の女性比率向上のた

めの計画(案)」を作成している。その中で、今

後新たな審議会を設置する場合や、改選時にお

いても女性比率 40％を維持していくことを担

保するために、実効性のある管理方法も記載

し、全庁的に周知徹底していく。 

       （男女平等推進センター） 
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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。 

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。 

（男女平等推進センター、関係各課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 男女平等推進センター 
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平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第２ ２指導 

（１）委員に関すること 

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。 

         （子ども課、地域保健課） 

 

 

 

第２ ２指導 

（１）委員に関すること 

② 附属機関の委員定数について 

豊島区青少年問題協議会の委員定数につい

ては、条例の改正案を提出して、具体的な人数

を規定するとともに要綱の人数規定を削除す

る予定である。 

（子ども課） 

 

平成 29 年第 4 回定例議会に「豊島区公害健

康被害認定審査会条例」の一部改正を提出する

予定である。また、「豊島区保健所運営協議会」

については、がん対策推進会議や健康プラン推

進会議など、個々の検討課題に対して個別に会

議体を設けているため、平成 14 年度以降休止

しており、今後も開会の予定がないため、条例

の廃止案を提出する予定である。 

（地域保健課） 

 

所管部課: 子ども課、地域保健課 
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平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第２ ２指導 

（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） 

第２ ２指導 

（２）会議の公開に関すること 

 審議会等の会議の公開（会議録の作成・公開

等を含む。）については、行政監査の結果を踏ま

え、全課を対象とした状況調査を本年 6月に行

った。 

 また、その調査結果を受け、8 月には審議会

等の会議の公開に向けた適切な対応を図るよ

う通知した。 

その通知においては、「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。）」に規定している趣旨を踏まえ、会議の公

開、会議の開催周知、会議録の作成・公開に分

類整理のうえ説明し、理解を求めた。また、こ

れに伴う必要な作業を具体的に明示し、速やか

に対応するよう促したところである。 

情報公開の推進、徹底を図る観点から、審議

会等の会議の公開に向けた注意喚起、追跡調査

の取り組みについては、引き続き毎年度行って

いく。 

              （区民相談課） 

 

所管部課: 区民相談課 
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平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第２ ２指導 

（２）会議の公開に関すること 

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。 

（総務課・地域保健課・子育て支援課・交通対

策課） 

第２ ２指導 

（２）会議の公開に関すること 

① 会議録の作成について 

監査の指摘後、直ちに豊島区表彰審査会の会

議録を作成した。今後は、会議終了後のすみや

かな会議録作成を徹底する。 

（総務課） 

 

「大気汚染障害者認定審査会」 

平成 28 年度開催分から審査会会議録は作成し

ている。 

（地域保健課） 

 

本課が運営する会議体は、議事検討事項が豊

島区行政情報公開条例第７条に該当することか

ら、すべて非公開としている。 

なお、会議録については、「豊島区審議会等

の会議の公開に関する要綱運用指針」７条関係

に記載のとおり、別記第１号様式をもって、作

成する。 

（子育て支援課） 

 

非公開ではあるが、監査指導以降開催した会

議について、会議録を作成している。 

（土木管理課） 

所管部課: 
総務課・地域保健課・子育て支援課・

土木管理課 



- 6 - 

平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第２ ２指導 

（２）会議の公開に関すること 

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。 

 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。 

（企画課、行政経営課、文化デザイン課、地域

保健課、子育て支援課、都市計画課、交通対策

課、庶務課、指導課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ ２指導 

（２）会議の公開に関すること 

② 審議会等の概要及び会議録の公開について 

セーフコミュニティ推進協議会の未掲載であ

った会議録については、ホームページに掲載し

た。 

（企画課（セーフコミュニティ推進室長）） 

 

豊島区公の施設指定管理者審査委員会の概要

について、区ホームページの「会議の一覧」へ

の掲載を行った。 

（行政経営課） 

 

ご指摘を受け、審議会等の概要については、

対象となる会議体につき順次ＨＰに掲載してい

る。また、会議録についても、各委員への確認

等を経て公開可能となり次第、順次ＨＰ掲載等

を進めているところである。 

（文化デザイン課） 

 

 掲載が漏れていた会議について、監査後、区

のホームページ「会議の一覧」に掲載を行った。 

（地域保健課） 

 

本課が運営する会議体は、議事検討事項が、

豊島区行政情報公開条例第７条に該当すること

から、すべて非公開としている。 

 なお、会議の公開にあたっては、「豊島区審

議会等の会議の公開に関する要綱運用指針」９

条関係に記載のとおり、別記第２号様式をもっ

て、会議体の概要を区ホームページに掲載する。 

（子育て支援課） 

 

「池袋駅及び駅周辺整備検討委員会」について

は、平成27年7月に廃止され、検討事項を引き継

いだ附属機関として、新たに「池袋駅周辺地域

再生委員会」が設置された。所掌事務や委員等

が重複するため、廃止した委員会については区

ホームページから削除している。 
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（都市計画課） 

 

監査指導以降、区ホームページ「会議の一

覧」へ掲載を行った。なお、会議録については

非公開のため未掲載とし、開催実績欄へは会議

次第のみの掲載とした。 

（土木管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 

企画課、行政経営課、文化デザイン

課、地域保健課、子育て支援課、都

市計画課、土木管理課 
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平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員意見に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見事項 左の意見事項に対する措置状況等 

第２ ３ 意見 

（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        

 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。 

第２ ３ 意見 

（１）委員に関すること 

 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 

 現状、附属機関の構成員となっている区議会

議員は、客観性をもって専門的視点から、調査・

審議を行っており、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の活動と、通常の

区議会議員の活動の区別が困難であるとの指

摘にはあたらないと考えている。 

 しかしながら、国や他地方自治体の事例を踏

まえ、改めて、区議会議員の選任の妥当性につ

いて今後検討を行う。 

（企画課、行政経営課、総務課） 

 

 区職員の委員選任については、その妥当性を

確認するとともに、附属機関の設置及び運営に

関する基本方針について、必要に応じた改正を

行ったうえで、あらためて庁内への周知をし、

必要最小限の選任にとどめるよう努める。 

（企画課、行政経営課） 
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 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 企画課、行政経営課、総務課 
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平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員意見に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見事項 左の意見事項に対する措置状況等 

第２ ３ 意見 

（１）委員に関すること 

② 附属機関の委員数について  

 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

第２ ３ 意見 

（１）委員に関すること 

② 附属機関の委員数について 

委員については、各所管課において機関の設

置目的に応じた合理的な人数を選任している

ものと考えているが、附属機関の設置及び運営

に関する基本方針について、あらためて庁内へ

の周知を行い、合理的な人数とするよう努め

る。 

委員定数の意思決定及び会議の定足数に係

る定めについては、現状を踏まえ、附属機関の

設置及び運営に関する基本方針について、必要

に応じた改正を行ったうえで、あらためて庁内

への周知をし、より適切な運営に努める。 

（企画課、行政経営課） 
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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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 企画課、行政経営課 
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平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員意見に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見事項 左の意見事項に対する措置状況等 

第２ ３ 意見 

（１）委員に関すること 

③ 区民公募委員について  

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） 

  

第２ ３ 意見 

（１）委員に関すること 

③ 区民公募委員について 

区民公募委員参画のあり方については、機関

の設置趣旨や目的に応じて、個別に判断を行う

必要があるが、現状を踏まえ、附属機関の設置

及び運営に関する基本方針について、必要に応

じた改正を行ったうえで、あらためて庁内へ周

知し、公募率の向上に努める。 

（企画課、行政経営課） 

※区民相談課分は企画課、行政経営課に集約。 

 

所管部課: 企画課、行政経営課、区民相談課 
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平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員意見に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見事項 左の意見事項に対する措置状況等 

第２ ３ 意見 

（１）委員に関すること 

④ 委員の年齢構成について  

 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ ３ 意見 

（１）委員に関すること 

④ 委員の年齢構成について  

委員の年齢構成のあり方については、機関

の設置趣旨や目的に応じて、個別に判断を行

う必要があるが、現状を踏まえ、附属機関の

設置及び運営に関する基本方針について、必

要に応じた改正を行ったうえで、あらためて

庁内への周知をし、幅広い年齢層の委員選任

に努める。 

（企画課、行政経営課、総務課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 企画課、行政経営課、総務課 
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平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員意見に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見事項 左の意見事項に対する措置状況等 

第２ ３ 意見 

（１）委員に関すること 

⑤ 委員の在任期間について   

 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ ３ 意見 

（１）委員に関すること 

⑤ 委員の在任期間について  

委員の在任期間については、審議会の専門性

などから、特定委員の経験や知識が必要とされ

る場合もあるが、現状を踏まえ、附属機関の設

置及び運営に関する基本方針について、あらた

めて庁内への周知を行い、長期在任の回避に努

める。 

（企画課、行政経営課） 

所管部課: 企画課、行政経営課 
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平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員意見に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見事項 左の意見事項に対する措置状況等 

第２ ３ 意見 

（１）委員に関すること 

⑥ 委員の兼任について 

 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） 

 

第２ ３ 意見 

（１）委員に関すること 

⑥ 委員の兼任について 

委員については、各所管課において機関の設

置目的に適した人材を選任しているものと考

えているが、附属機関の設置及び運営に関する

基本方針について、あらためて庁内への周知を

行うとともに、事前にチェックできる仕組みの

検討も含め、過度な委嘱とならないよう努め

る。 

（企画課、行政経営課、総務課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 企画課、行政経営課、総務課 
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平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員意見に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見事項 左の意見事項に対する措置状況等 

第２ ３ 意見 

（１）委員に関すること 

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） 

 

第２ ３ 意見 

（１）委員に関すること 

⑦ 委員の出席率について 

委員の出席率については、各所管課において

スケジュール調整を行ったうえで会議を開催

した結果だと考えているが、現状を踏まえ、附

属機関の設置及び運営に関する基本方針につ

いて、必要に応じた改正を行ったうえで、あら

ためて庁内への周知をし、出席率の改善に努め

る。 

（企画課、行政経営課、総務課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 企画課、行政経営課、総務課 

 



- 10 - 

平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員意見に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見事項 左の意見事項に対する措置状況等 

第２ ３ 意見 

（２）会議の公開に関すること 

① 会議資料について  

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） 

 

 

第２ ３ 意見 

（２）会議の公開に関すること 

① 会議資料について  

審議会等に提出された資料は、審議会公開要

綱等において、会議録とともに行政情報コーナ

ーでの閲覧及び区ホームページへの掲載の対

象としている。 

したがって、行政監査の結果を受け本年８月

に、審議会等の会議の公開に向けて適切な対応

を図るよう通知した際には、会議録の作成・公

開の対象は会議資料を含んだものであること

を明示したところである。 

今後は、会議録を収集する過程において、会

議資料についても漏れがないよう努めていき

たい。 

              （区民相談課） 

 

会議資料の事前配付は、会議の効率的な運

営等に資するものであり、審議内容によるが

可能な限り配慮すべき事項と考える。附属機

関の設置及び運営に関する基本方針において

新たに規定を設けることも含め、原則事前配

付による対応が統一的に進むよう検討する。 

（企画課） 

 

 

所管部課: 企画課、区民相談課 
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平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員意見に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見事項 左の意見事項に対する措置状況等 

第２ ３ 意見 

（２）会議の公開に関すること 

② 情報公開の推進について 

 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） 

 

 

第２ ３ 意見 

（２）会議の公開に関すること 

② 情報公開の推進について 

 行政監査の結果を受け本年 8 月に、審議会等

の会議の公開に向けて適切な対応を図るよう

通知した際には、傍聴に係る手続きも含め、会

議の開催に関する情報を区民に周知するよう

促した。 

 会議の公開・非公開については、本年 6 月に

行った会議の公開（会議録の作成・公開等を含

む。）の調査で現状を把握したので、非公開の理

由が不適切な会議については、会議の所管課に

ヒアリングを実施し、是正するよう指導してい

く。 

また、区ホームページにおいて既に終了した

会議の開催情報が掲載されている場合は即時

掲載を終了させ、今後は開催日の翌日を掲載終

了日と設定するよう通知した。 

 以上の取り組みを通じて、職員の意識の向上

を図るとともに、今後とも、審議会等の会議の

公開に向けた取り組みを継続して行っていく。 

（区民相談課） 

 

 

 

所管部課: 区民相談課 
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平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員意見に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見事項 左の意見事項に対する措置状況等 

第２ ３ 意見 

（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） 

 

第２ ３ 意見 

（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 

附属機関の設置については、附属機関の設置

及び運営に関する基本方針に基づき、適切に行

われているものと考えているが、指摘のあった

機関については、その位置づけについて再検証

を行う。 

また、附属機関の設置及び運営に関する基本

方針について、あらためて庁内への周知を行

い、適切な設置に努める。 

（企画課、行政経営課） 

所管部課: 企画課、行政経営課 
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平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員意見に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見事項 左の意見事項に対する措置状況等 

第２ ３ 意見 

（３）審議会等の設置、位置づけ及び定義につ

いて 

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。 

 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

第２ ３ 意見 

（３）審議会等の設置、位置づけ及び定義につ

いて 

② 附属機関の下部組織について 

附属機関の下部組織の位置づけについては、

構成員への対価支払の取扱い等の統一性が確保

できるよう、今後方針の検討を行う。 

 また、条例等における専門委員、専門委員会

委員の位置づけ及び委員に対する報酬等のあり

方についても、統一性が確保できるよう、今後

検討を行う。 

（企画課、行政経営課、総務課） 
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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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 企画課、行政経営課、総務課 
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平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員意見に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見事項 左の意見事項に対する措置状況等 

第２ ３ 意見 

（３）審議会等の設置、位置づけ及び定義につ

いて 

③ 審議会等の設置の合理化等について 

 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

第２ ３ 意見 

（３）審議会等の設置、位置づけ及び定義につ

いて 

③ 審議会等の設置の合理化等について 

附属機関の設置については、附属機関の設置

及び運営に関する基本方針に基づき、各所管課

において適切な管理が行われているものと考え

ているが、あらためて庁内への周知を行い、設

置の適正化に努める。 

また、毎年度末に実施している審議会等設置

状況調査の際、所管課に対しては設置の必要性

について再確認を促しているところであるが、

より精査が進むような働きかけに努める。 

（企画課、行政経営課） 

 

現行の豊島区環境基本計画は、平成 30 年度で

計画期間を満了することから、平成 29、30 年度

の二年間で次期豊島区環境基本計画を策定す

る。このため次期計画の策定が主な審議内容と

なるが、豊島区環境審議会の意見を賜りつつ、

策定後の計画の進捗状況など、計画策定以外の

審議範囲の拡大について検討する。 

（環境政策課） 

 

豊島区一般廃棄物処理基本計画が平成 30 年

度で計画策定から 5 年を迎えることから、平成

30 年度に計画の見直しを行う。また、平成 30年

度以降に豊島区災害廃棄物処理計画の策定を予

定している。今後、一般廃棄物処理基本計画の

見直し及び災害廃棄物処理計画の策定が主な審

議内容となるが、豊島区リサイクル・清掃審議

会の意見を賜りつつ、策定後の計画の進捗状況

など、計画策定以外の審議範囲について検討す

る予定である。 

（ごみ減量推進課） 

 

「豊島区自転車等駐車対策協議会」は、豊島

区の自転車に関する総合的な検討を行う機関で

ある。平成 18 年度に「第一次豊島区自転車等の
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組まれたい。 

（企画課、行政経営課、関係各課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用と駐輪に関する総合計画」を策定した際に

は、自転車の適正利用、放置自転車等防止対策、

駐輪場整備の 3つの方針に基づいて議論を進め

ていた。 

しかし、平成 28 年度に「第二次豊島区自転車

等の利用と駐輪に関する総合計画」を策定する

にあたり、第一次計画における取組が一定の成

果を上げたこと、自転車を取り巻く環境が変化

していることから、新たな方針として「自転車

の利活用の総合的な推進」を盛り込んだ。 

「豊島区自転車等駐車対策協議会」について

も、新たな方針に基づき審議内容も一定の変化

が生じていることは事実であるが、一貫して豊

島区の自転車に関する総合的な検討を行うとい

う目的から乖離しているわけではなく、新たな

アプローチで議論を行っている。 

（土木管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 
企画課、行政経営課、環境政策課、

ごみ減量推進課、土木管理課 



- 17 - 

平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員意見に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見事項 左の意見事項に対する措置状況等 

２ ３ 意見 

（３）審議会等の設置、位置づけ及び定義につ

いて 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

第２ ３ 意見 

（３）審議会等の設置、位置づけ及び定義につ

いて 

 附属機関を除く審議会等の定義については、

それぞれの要綱や方針等の趣旨を踏まえて定め

られているところであるが、改めて整理を行い、

全庁的な対応に齟齬が生じることのないよう検

討する。 

（企画課、区民相談課、男女平等推進センター）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 
企画課、区民相談課、男女平等推

進センター 
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（写） 

 
29 豊教庶発 1188 号 
平成 29 年 8 月 24 日 

 
豊島区監査委員 様 

 
 

豊島区教育委員会教育長 
三田 一則（公印） 

 
 

平成２８年度行政監査結果の報告に係る措置状況等について 

 
 
 
 
表記監査結果報告において意見の付された事項について措置を講じたので、

地方自治法第１９９条第１２項に基づき、別紙のとおり通知します。 



 

 



- 1 - 

平成２８年度行政監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第２ ２指導 

（２）会議の公開に関すること 

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。 

 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。 

（企画課、行政経営課、文化デザイン課、地域

保健課、子育て支援課、都市計画課、交通対策

課、庶務課、指導課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ ２指導 

（２）会議の公開に関すること 

② 審議会等の概要及び会議録の公開について 

 

 会議録が未掲載であった「教育に関する事務

の点検・評価委員会」について、指摘を受けた

後、ただちに区ホームページへ掲載した。 

また、「豊島区文化財保護審議会」については、

平成 29 年度より、文化財の指定・登録決定後に

会議録をホームページに掲載する。 

（庶務課） 

 

指摘を受けた後、直ちに区ホームページへの

掲載を行った。 

（指導課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 庶務課、指導課 

 


