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実施機関（市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、

農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長）に設置

された調停、審査、審議又は調査等を行う審議会、審査会等であって、市

民、学識経験者等を構成員に含むものの会議です。これらの会議の設置年月

日、委員の構成、会議録及び会議資料等は、それぞれの審議会等のページに

掲載しています。 

(下記一覧:木更津市のホームページ 2017.2.26現在より) 

 

 

 

 

 

所管 各種審議会等 

審議会

等一覧

ＨＰ 

設置根拠 

会議メンバー 

任期 

会議録に記載 

公募枠 団体・推薦 
公開・

非公開 

傍聴 

有無 

総務 木更津市行政不服審査会 掲載 木更津市行政不服審査法施行条例 なし あり 平成 28年 4 月 1日から平成 30 年 3月 31 日まで     

総務 木更津市情報公開・個人情報保護審査会 掲載 木更津市情報基本条例 なし あり 平成 27年 7 月 1日から平成 29 年 6月 30 日まで   

総務 木更津市防災会議 掲載 木更津市防災会議条例 なし あり 平成 26年 4 月 1日～平成 28 年 3月 31日まで   

総務 行政改革推進委員会 掲載 附属機関設置条例 あり あり 平成 26年 6 月 1日から平成 29 年 5月 31 日まで 掲載 掲載 

総務 指定管理者候補者選定委員会 掲載 附属機関設置条例 なし あり 平成 26年 10月 1日から平成 29 年 9月 30 日まで 掲載 掲載 

総務 木更津市情報公開総合推進審議会 掲載 木更津市情報基本条例 あり あり 平成 27年 7 月 1日から平成 29 年 6月 30 日まで 掲載 掲載 

総務 木更津市国民保護協議会 掲載 木更津市国民保護協議会条例 なし あり 平成 26年 7 月 14日から平成 28 年 7月 13 日まで  

企画 木更津市名誉市民審議会 掲載 木更津市名誉市民条例 なし あり 平成 28年 8 月 3日まで   

企画 都市総合開発審議会 掲載 附属機関設置条例      

企画 木更津市男女共同参画推進委員会 掲載 附属機関設置条例 あり なし 平成 28年 7 月 1日から平成 30 年 6月 30 日まで 会議録未公開 

企画 地域 ICT 推進会議 掲載 地域情報化推進本部設置要綱 なし あり 未掲載 未掲載 未掲載 

市民 木更津市スポーツ推進審議会 掲載 木更津市スポーツ推進審議会条例 なし あり 平成 27年 6 月 1日から平成 29 年 5月 31 日まで 会議予定なし 

市民 木更津市国民健康保険運営協議会 掲載 木更津市国民健康保険条例 なし あり 平成 27年 5 月 1日～H29年 4月 30日まで あり あり 

市民 木更津市交通安全対策会議 掲載 木更津市交通安全対策会議条例 なし あり 未掲載 未開催  

福祉 木更津市民生委員推薦会 掲載 民生委員法 なし あり 平成 28年 7 月 1日から平成 31 年 6月 30 日   

福祉 木更津市子ども・子育て会議 掲載 附属機関設置条例 あり あり 平成 27年 10月 1日から平成 29 年 9月 30 日まで 掲載 掲載 

福祉 木更津市地域福祉計画策定委員会 掲載 附属機関設置条例 あり あり 平成 25年 7 月 21日までの任期・旧名簿のまま掲載 会議録未公開 

福祉 木更津市障害福祉計画策定委員会 掲載 附属機関設置条例 なし あり 平成 26年 12月 25 日から平成 27年 12月 24 日まで   

福祉 木更津市介護保険運営協議会 掲載 附属機関設置条例 あり あり 平成 27年 5 月 1日から平成 29 年 4月 30 日まで 掲載 掲載 

福祉 木更津市地域包括支援センター運営協議会 掲載 附属機関設置条例 あり あり 平成 27年 5 月 1日から平成 29 年 4月 30 日 掲載 未掲載 

福祉 木更津市介護認定審査会 掲載 木更津市介護保険条例 なし あり 平成 27年 4 月 1日から平成 29 年 3月 31 日まで 非公開  

福祉 木更津市福祉有償運送運営協議会 掲載 附属機関設置条例 なし あり 平成 27年 7 月 7日から平成 29 年 7月 6日 掲載 掲載 

福祉 老人ホーム入所判定委員会 掲載 附属機関設置条例 なし あり 平成 27年 4 月 1日から平成 29 年 3月 31 日まで 非公開 非公開 

経済 木更津市農業振興地域整備促進協議会 掲載 附属機関設置条例 なし あり 平成 27年 2 月 5日から平成 29 年 2月 4日まで   

経済 地方卸売市場運営審議会 掲載 木更津市公設地方卸売市場条例 なし あり 平成 28年 1 月 25日から平成 30 年 1月 24 日まで 掲載 掲載 

環境 木更津市廃棄物減量等推進審議会 掲載 木更津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 あり あり 平成 30年 12月 14 日まで 掲載 掲載 

環境 木更津市環境審議会 掲載 木更津市環境保全条例 あり あり 平成 29年 3 月 31日まで 掲載 掲載 

 

木更津市審議会等の会議の公開に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治の本旨に即し、審議会等の会議を

公開することにより、審議会等の透明かつ公正な会議の運営を図

り、あわせて市の政策決定過程に関する説明責務を全うし、もっ

て開かれた市政の実現に資することを目的とする。 

 

（会議開催の事前公表） 

第６条 実施機関は、市長が規則で定めるところにより、次に掲

げる審議会等の会議の開催に関する事項を、あらかじめ公表しな

ければならない。ただし、審議会等の会議の開催に関する事項を 

公表するだけで、前条の規定により公開しないことができる事項

を公表することと同様となると認めるときは、この限りでない。 

(１) 会議の名称 

(２) 会議の開催日時 

(３) 会議の開催場所 

(４) 議題及び公開又は非公開の別 

(５) 非公開の場合の理由 

(６) 傍聴できる者の定員 

(７) 前各号に掲げるもののほか、審議会等が必要と認める事項 

２ 前項の公表は、当該会議の開催日の１週間前までに公表する

よう努めるものとする。 

H28年度 8月から

3回の委員会を開

催し、市民アンケ

ート実施、地区懇

談会・ヒアリング

1/13で 

意見公募完了 

3/15まで意見公募中 
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所管 各種審議会等 

審議会

等一覧

ＨＰ 

設置根拠 

会議メンバー 

任期 

会議録に記載 

公募枠 団体-推薦 
公開・

非公開 

傍聴 

有無 

都市 木更津市建築審査会 掲載 建築基準法 なし あり 未掲載 掲載 掲載 

都市 木更津市空き家等審議会 掲載 木更津市空き家等の適正な管理に関する条例 なし あり H28年 12月 1日から平成 30 年 11月 30 日 掲載  

都市 下水処理場漁業関係委員会 掲載 附属機関設置条例 なし あり 平成 27年 11月 13 日から平成 29年 11月 12 日  掲載 掲載 

都市 下水道事業審議会 掲載 附属機関設置条例      

都市 都市計画審議会 掲載 木更津市都市計画審議会条例 あり あり 平成 28年 8月 1日から平成 30年 7月 31日まで 掲載 掲載 

教育 郷土博物館金のすず協議会 掲載 木更津市郷土博物館金のすずの設置及び管理に関する条例 なし あり 平成 26年 11月 1日から平成 28年 10月 31日 会議録未公開 

教育 木更津市心の教育推進協議会 掲載 木更津市心の教育推進協議会規約 なし あり 2年   

教育 奨学事業運営審議会 掲載 木更津市奨学事業運営審議会設置条例 予定なし。委嘱せずと記載あり   

教育 木更津市立小中学校適正規模等審議会 掲載 木更津市立小中学校適正規模等審議会条例      

教育 木更津市学校給食費検討委員会 掲載 木更津市学校給食費検討委員会条例 なし あり 平成 28年 5月から 9月まで 掲載 掲載 

教育 木更津市就学支援委員会 掲載 木更津市就学支援委員会規則 なし あり 2年 非公開 非公開 

教育 木更津市史編集委員会 掲載 附属機関設置条例 なし あり 平成 27年 7月 1日から平成 29年 6月 30日まで 掲載 掲載 

教育 社会教育委員会議 掲載 木更津市社会教育委員に関する条例 なし あり 平成 27年 4月 1日から平成 29年 3月 31日 掲載 掲載 

教育 生涯学習推進協議会 掲載 木更津市生涯学習推進協議会設置要綱 なし あり 平成 28年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで 掲載 掲載 

教育 木更津市立小学校及び中学校通学区域審議会 掲載 木更津市立小学校及び中学校通学区域審議会条例 あり あり 平成 28年 11月 1日から平成 30年 10月 31日 掲載 掲載 

教育 青少年指導関係運営協議会 掲載 まなび支援センターの設置及び管理に関する条例 なし あり 平成 28年 6月 1日から平成 30年 5月 31日まで 掲載 掲載 

教育 図書館協議会 掲載 木更津市立図書館設置及び管理条例 なし あり 平成 27年 7月 1日から平成 29年 6月 30日まで 未掲載 未掲載 

教育 木更津市文化財保護審議会 掲載 木更津市文化財保護条例 なし あり 平成 28年 11月 1日から平成 30年 10月 31日まで 掲載 掲載 

教育 青少年問題協議会 掲載 木更津市青少年問題協議会設置条例 なし あり 平成 28年 6月 1日から平成 30年 5月 31日まで 掲載 掲載 

教育 公民館運営協議会 掲載 木更津市立公民館設置及び管理運営条例 なし あり 平成 27年 4月 1日から平成 29年 3月 31日 掲載 掲載 

 

木更津市のホームページ各審議会等一覧に掲載していない会議 

所管 各種審議会等 
審議会等 

一覧ＨＰ 
設置根拠 

会議メンバー 

任期 

会議録に記載 

公募枠 団体・推薦 
公開・

非公開 

傍聴 

有無 

企画 市民憲章改定案検討会議       未掲載  あり あり 未掲載 未掲載 未掲載 

企画 木更津市地域公共交通活性化協議会 未掲載  あり あり 未掲載 掲載 掲載 

企画 木更津市まち・ひと・しごと創生懇談会 未掲載  なし あり 未掲載 未掲載 未掲載 

市民 木更津市健康づくり推進協議会  未掲載  未掲載 未掲載 未掲載   

市民 スポーツ推進委員会      未掲載 H28.4規則廃止 あり   未掲載   

市民 木更津市協働のまちづくり活動支援事業選考会  未掲載  未掲載 未掲載 未掲載   

都市 景観推進審議会       未掲載 木更津市景観条例 未掲載 未掲載 未掲載 未掲載 未掲載 

都市 住生活基本計画検討委員会   未掲載 木更津市住生活基本計画検討委員会設置要綱 なし あり 委嘱の日から計画が公表される日まで 掲載 掲載 

 
 

1/13意見公募完了 1/6に HPに 

会議録掲載された 


