資料１
規則・要綱等に基づく審議会等の見直しについて
１

趣旨・目的
平成 23 年４月１日に市民参画条例が施行され、市政への市民参画をより積極的に推進していくこ

とが求められる一方で、事務の効率化に向け、より効率的かつ効果的な審議会等の設置・運営に向け
ての改善を図る必要があります。
このような状況の中、早期に改善が可能な規則・要綱等に基づく審議会等を対象に、設置の必要性、
審議内容の有用性、委員の人選の適格性等について、所管課からの調査票やヒアリングにより検証し、
審議会等の休廃止や統合を含め、抜本的な見直しを図ることとしました。

２

見直し結果
平成 24 年度設置予定のものを含めた規則・要綱等に基づく審議会等 62 件について検証し、うち 28

件を「休廃止」又は「統合」することとしました。また、10 件の審議会等について、委員の人選や運
営のあり方を見直すこととしました。
規則・要綱等に基づく審議会等

62 件

【会の継続可否の判断基準】
・他審議会等との重複の有無 ・市民参画条例との関係 ・複数課にまたがる施策か
・重要度の高い施策か
・合意形成の重要性
・意見交換の有効性 など
【運営見直しの観点】
・委員構成の妥当性

・会議運営の効率性

・審議内容の充実

など

今後の方針

継続

見直し

統合

休廃止

24 件

10 件

4件

24 件

4 件⇒2 件
2 件削減

結果

審議会等

26 件削減

※詳細は【別紙１】「見直し結果一覧表」のとおり。

３

今後の取扱い
見直し結果を市議会へ報告するとともに、市ホームページにて公表します。
各審議会等の所管部課においては、今回決定した方針に基づき、各審議会等の改善を実施してくだ

さい。
また、今後とも審議会等の効率的・効果的な運営を図るため、
【別紙２】
「審議会等の設置及び運営
に関する基本的な考え方」に従い、法律及び条例に基づく審議会等を含めて、適時適切に見直しを図
るようお願いいたします。

４

平成２４年度の取組み
法律・条例に基づく審議会についても、審議会等の休廃止や統合を含め、抜本的な見直しを図るた

め、同様の検証を行います。
また、今回継続等とされた 36 件についても、市政運営上その必要性について再度検討を行います。

規則・要綱等に基づく審議会等の見直し
１

見直し結果一覧表

「休廃止」する審議会等：24件

NO

審議会名

所管部課

1 明石駅周辺地区ユニバーサル社会づくり推進地区協議会

政策部政策室

2 明石市中心市街地活性化基本計画策定委員会

中心市街地活性化プロジェクト

3 明石市情報システム再構築及び運用業務委託事業者選定委員会

総務部情報管理課

4 明石市人権施策推進方針改訂懇話会

コミュニティ推進部人権推進課

5 あかし男女共同参画プラン推進懇話会

コミュニティ推進部男女共同参画課

6 あかし男女共同参画センター運営委員会

コミュニティ推進部男女共同参画課

7 明石市生涯学習センター運営委員会

文化芸術部生涯学習センター

8 明石市生涯学習ビジョン策定委員会

文化芸術部生涯学習センター

9 給食サービスのあり方検討懇話会

福祉部福祉総務課

10 明石市地域福祉推進市民会議

福祉部福祉総務課

11 明石市立夜間休日応急診療所運営協議会

保険・健康部地域医療課

12 明石市歯科保健医療推進協議会

保険・健康部地域医療課

13 明石市勤労福祉会館運営懇話会

産業振興部商工労政課

14 明石市民まつり検証・創造会議

産業振興部観光振興課

15 明石市観光振興基本構想懇話会

産業振興部観光振興課

16 明石市農業基本計画策定委員会

産業振興部農水産課

17 明石市水産業振興計画策定委員会

産業振興部農水産課

18 明石市プラネタリウム投影機機種選定委員会

産業振興部天文科学館

19 ＪＲ新駅構想研究会

土木部交通政策課

20 西明石駅周辺放置自転車対策検討会議

土木部放置自転車対策課

21 明石市都市計画マスタープラン策定委員会

都市整備部都市計画課

22

明石市朝霧浄化センター及び朝霧ポンプ場の維持管理における包
下水道部下水道総務課
括的民間委託審査委員会

23 明石市「トライやる・ウィーク」推進協議会

教育委員会事務局学校教育課

24 （仮称）消防基本計画検証委員会

消防本部総務課

２

「統合」する審議会等：4件

NO

審議会名

所管部課

1 明石市次世代育成支援対策推進行動計画推進協議会

福祉部こども室子育て支援課

2 こども基金運営委員会

福祉部こども室子育て支援課

3 明石市地域密着型サービス運営委員会

保険・健康部高年介護室

4 明石市地域密着型サービス補助事業者選定委員会

保険・健康部高年介護室

３

「見直し」する審議会等：10件

NO

審議会名

所管部課

1 あかし市政総合懇話会

政策部政策室

2 行政改革推進懇話会

総務部総務課

3 行政評価委員会

総務部総務課

4 指定管理者候補者選定委員会（各部に施設ごとに設置）

施設所管課（総合調整：総務部総務課）

5 工事成績評定委員会

総務部工事検査課

6 明石市市民提案型パイロット協働事業委託等審査会

コミュニティ推進部コミュニティ推進室

7 明石市市民実践活動助成事業審査会

コミュニティ推進部コミュニティ推進室

8 明石市地域自立支援協議会

福祉部障害福祉課

9 地域包括支援センター運営協議会

保険・健康部高年介護室

10 明石市心身障害児就学指導委員会

教育委員会事務局学校教育課

※所管部課は平成23年度の所管部課名。

別紙２
審議会等の設置及び運営に関する基本的な考え方
審議会等手続は、明石市市民参画条例（以下「参画条例」といいます。）が施行される
以前から、市政の各分野で広く実施されており、参画条例が施行された現在においても、
最も一般的な市民参画手法となっています。
一方、参画条例では第７条各号に多様な市民参画手法が掲げられており、第８条に定め
るとおり、政策等の内容、影響、市民の関心及び市民参画を求める段階を考慮して、適切
な手法を選択し、市民が広く市政に参画し、市民の意見等が効果的に反映できるようにす
ることが求められています。
ついては、審議会等の設置及び運営にあたっては、参画条例及び同施行規則、審議会等
の運営及び委員の選任に関する要綱並びに市民参画手続マニュアルの内容を踏まえるとと
もに、以下の視点に十分に留意し、より効率的かつ効果的に行うよう努めてください。
１

審議会等の設置に当たっての視点
審議会等手続は、特定のテーマに関する議論を深め関係者間の合意形成を図る場合な
どに有効である反面、運営準備や議事録作成など職員の事務負担や必要経費が大きくな
る傾向があります。このため、以下の基準から判断して審議会等手続を実施する必要性
が認めにくい場合は、他の市民参画手法を検討してください。
(1) 市民参画条例第６条第２項及び第３項との関係
市民参画条例上 、市民参画 手続を実施 しなけ ればならない（ 第６条第２ 項）、又
は実施しないことができる（第６条第３項）場合に該当しないか。
(2) 他の審議会等との目的及び機能の重複
審議内容が類似 する他の審 議会等がな いか。 安易に審議会等 を設置せず 、他の審
議会等で併せて審議ができないか検討してください。
(3) 目的とする施策の範囲及び重要性
市政全体の中で 特に重要度 の高い施策 か。部 全体又は複数の 課に跨る施 策か。透
明性・公正性が強く求められる内容であるか。
(4) 当該審議会等でなされる合意形成の重要性
利害関係団体を 代表する者 等が参加し て合意 形成しなければ 、異議が唱 えられ業
務を推進していくこ とが困難とな る内容であ るか。その合意に基 づき、市民が 主体
となって公益活動が行われることが期待できるか。
(5) 審議会等委員の意見交換の有効性
審議会等の場で 議論するこ とにより、 個別に 聴取するのでは 得られない 有意義な
意見が得られ、計画 や活動に反映 させること が期待できるか。単 なる事務局案 の承
認の場にとどまらないか。

２

審議会等の運営に当たっての視点
審議内容に精通した委員の人選や論点の事前整理等を通じて、真に有意義な議論が効
率的に行えるよう心掛けてください。
(1) 委員構成の妥当性
委員の選任に当 たっては、 単にテーマ に合う という理由だけ で選任する のではな
く、どういった意見 を求めるのか 明確な目的 意識を持ち、真に有 効な意見が期 待で
きる人物を選任して ください。ま た、委員数 が多すぎると委員一 人あたりの発 言機
会が減り、議論が深まりにくくなりますので、必要最小限にとどめてください。
・学識経験者：単に専門分野が審議会等のテーマに合致するだけでなく、研究内容な
どから有効な意見が期待できる人物を選任してください。
・各 種 団 体：単にテーマに合った団体からの推薦ではなく、会議において団体を代
表して 有効 な意見 を出 すこと が期 待で きる人 物を選 任し てくだ さい 。
・弁

護

士：弁護士会に紹介依頼をする場合は、審議する内容や期待する知見を明
確に示 し、 可能な 限り その分 野に 精通 した人 物を選 任し てくだ さい 。

また、「市民参 画条例」及 び「審議会 等の運 営及び委員の選 任に関する 要綱」上
の委員の選任に関す る基準（委員 数（20人以内）、委員の男女比 率（いずれも30％
以上）、公募委員比率（20％以上）、委員兼任件数（5件以内）、市職員の原則不選
任、委員在職期間（12年超は再任しない））を遵守するようにしてください。
(2) 効率的な会議の運営
事前に委員の意 見を取りま とめて各委 員に配 布する、委員同 士でＥメー ル等の通
信手段による意見交 換ができる体 制を整える など、審議会等の限 られた時間内 に十
分な議論が出来るよ う工夫してく ださい。こ うした取り組みが開 催回数の減少 にも
つながります。
(3) 議事録の作成
市民参画条例の 施行に伴い 、１ヶ月以 内に議 事録を公表する ことが必要 になりま
した。業務が多忙で 、議事録作成 のために時 間外勤務を強いられ ているような 場合
は、委託により事務の効率化を図ることも検討してください。

