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2020.3月議会質問資料 

11番議員 田中紀子 

A) 木更津市のホームページで会議開催を調べる その1 

新着情報→開催する審議会の案内→開催のお知らせの詳細がわかる。 

 

トピックスには記載がない。

「新着情報」を開けてみよう  

 

 

「新着情報」をみると、審議

会が開催される案内があっ

た 

1 月 28 日第 3 回木更津市

景観推進審議会を開催しま

す。をクリックしてあけてみ

る 

 

 

トップ画面から 3 回目の画

面で、やっと審議会がいつ開

催されるのか、どんなことを

審議するのか、わかった。 

 

 

ここをクリック 

ここをクリック 

https://www.city.kisarazu.lg.jp/shisei/shingikai/kaigiroku/toshi/1002181.html
https://www.city.kisarazu.lg.jp/shisei/shingikai/kaigiroku/toshi/1002181.html
https://www.city.kisarazu.lg.jp/shisei/shingikai/kaigiroku/toshi/1002181.html
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2020.3月議会質問資料 

11番議員 田中紀子 

B) 木更津市のホームページで会議開催を調べる その2 

市政情報→審議会→会議公開→開催案内→イベントカレンダーへ 

 

トップ画面から、「市政情

報」をクリック すると、市

長の部屋、市役所組織の紹

介がある。 

画面をもっと下のほうまで

みると 

 

あった。「審議会」 ここを

クリックして開けてみよう 

 

「会議公開」と「審議会等」

がある。「会議公開」をクリ

ックして開けてみる。 

ここをクリック 

ここをクリック 

ここをクリック 
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2020.3月議会質問資料 

11番議員 田中紀子 

 

「開催案内」をクリックし

て開けてみる 

 

ここには、非公開の木更津

市介護認定審査会しか掲載

されていない。 

 

「審議会等の会議は、開催

1 週間前までに公表しま

す。木更津市介護認定審査

会以外の審議会等の会議

は、イベントカレンダーか

らご確認ください。」 

 

トップページに戻り、イベ

ントカレンダーでの検索を

する。 

 

 

 

 

 

ここをクリック 

ここをクリック 
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2020.3月議会質問資料 

11番議員 田中紀子 

C) 木更津市のホームページで会議開催を調べる その3 

イベントカレンダー→カレンダーから審議会などの案内を探す →会議開催案内 

 

D) 開催されたがイベント案内でお知らせしなかった会議 

男女共同参画推進委員会 

国民健康保険事業の運営に関する協議会 

木更津市子ども・子育て会議 

木更津市介護保険運営協議会 

青少年指導関係運営協議会 

教育委員会 

農業委員会 

 

 

トップ画面にある「イベン

トカレンダー」をクリック

してあけてみる。 

 

 

 

１月２８日現在 

するといろいろなイベン

トがあった。その中に 

1 月 28 日  

第 6 回木更津市庁舎整備

検討委員会  

1 月 29 日  

令和元年度第 2 回木更津

市情報公開・個人情報審査

会  

そこをクリックすると会

議開催案内があった。 

ここをクリック 
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2020.3月議会質問資料 

11番議員 田中紀子 

E) イベントカレンダー２月を調べてみると、１月２８日現在でのお知らせ状況 

条例により、審議会ならば、1 週間前までに会議開催案内をすることになっている。 

審議会にかかわらず、どの会議も個別のＨＰには、会議開催案内をしているが、ＨＰイ

ベントカレンダーには、掲載していない会議が多かった。 

開催案内 1/28現在

HP掲載 イベント

カ レ ン
ダー

2月3日 第3回木更津市地域公共交通活性化協議会 1月30日 いいえ 掲載なし

2月4日 第8回木更津市空家等対策協議会 1月31日 はい 掲載 掲載なし

2月5日 第8回木更津市民会館整備検討委員会 1月28日 はい 掲載 掲載あり

2月6日 第3回木更津市景観推進審議会 1月28日 はい 掲載 掲載あり

2月7日
第4回木更津市まち・ひと・しごと創生懇
談会

1月24日 いいえ 掲載あり

2月13日 第3回木更津市行政改革推進委員会議 1月17日 はい 掲載 掲載あり

2月15日 八幡台小学校区まちづくり協議会役員会 10月23日 いいえ 掲載なし

2月17日 第7回木更津市庁舎整備検討委員会 2月10日 はい 掲載 掲載なし

2月25日
令和元年度木更津市廃棄物減量等推進審議
会

1月31日 はい 掲載 掲載なし

2月26日 第9回木更津市民会館整備検討委員会 2月10日 はい 掲載 掲載なし

2月26日 木更津市地域包括支援センター運営協議会 2月13日 はい 掲載 掲載なし

月日 会議名

審議会で
ある

開催案内

1週間前

まで

 
 

F) 教育委員会会議 開催予定             2020.2.25 現在の HPのお知らせ 
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2020.3月議会質問資料 

11番議員 田中紀子 

G) 農業委員会総会 開催予定          2020.2.25 現在の HPのお知らせ 

 

H) 答申を公表した「市庁舎整備検討委員会」「市民会館整備検討委員会」2/27 現在 

市庁舎整備検討委員会 
 

市民会館整備検討委員会 

 開催日 ＨＰで 

開催案内 

イベント 

カレンダー 

会議録   開催日 ＨＰで 

開催案内 

イベント 

カレンダー 

会議録 

1.  7/30 〇 〇 〇  1.  6/26 〇 〇 〇 

2.  10/2 〇 〇 〇  2.  8/7 〇 〇 〇 

3.  10/29 〇 〇 〇  3.  9/20 〇 〇 〇 

4.  11/18 〇 〇 〇  4.  10/9 〇 〇 〇 

5.  12/24 〇 〇 未公表  5.  11/12 〇 〇 未公表 

6.  1/28 〇 〇 作成 

期間中 

 6.  11/28 〇 〇 未公表 

7.  2/17 × ×  7.  1/10 〇 〇 未公表 

  8.  2/5 〇 〇 作成 

期間中  9.  2/26 × × 

 2/27 答申記者会見   2/27 答申記者会見 
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2020.3月議会質問資料 

11番議員 田中紀子 

I) 小金井市市民参加条例（附属機関等の構成） 

第９条 附属機関等には、原則として公募による委員（以下「公募委員」という。）を置かなければな

らない。 

２ 前項の規定にかかわらず、附属機関等に公募委員を置かない場合は、市はその理由を明らかにしな

ければならない。 

３ 附属機関等における公募委員の比率は、原則として 30パーセント以上とする。 

４ 附属機関等の委員構成は、男女それぞれに偏りがないように配慮しなければならない。 

 

J) 小金井市市民参加条例施行規則（公募委員の選考方法及び公表） 

第 11 条 市長は、条例 10 条の規定に基づく公募委員の選任に当たっては、関係職員による選考委員会

（以下「選考委員会」という。）を設置するものとする。 

２ 選考委員会における公募委員の選考方法は、次の各号のいずれかから附属機関等の設置の趣旨及び目

的に合った方法を選択するものとする。 

(１) 論文、作文等による選考 

(２) 面接選考 

(３) 書類審査 

(４) 抽選 

３ 前項の選考方法は、あらかじめ募集又は選考に係る要領等を策定の上公表し、適正かつ公平を期するよ

う配慮するものとする。 

４ 選考結果については、これを応募者に通知するとともに、市報等によりその結果及び理由を公表するも

のとする。 

（公募委員が定員に満たない場合等の取扱い） 

第 12 条 前条の規定にかかわらず、公募委員が定員に満たない場合又は応募者の中から選任できない場

合は、関係団体からの推薦、市長からの就任要請等により適切に対応するものとする。 
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2020.3月議会質問資料 

11番議員 田中紀子 

K) 小金井市（人口 12.5 万人）の審議会・委員会・協議会などで公募の市民枠がある会議 

審議会 構成委員

特別職報酬等審議会 　市民（市内に住所を有する者に限る。）　３人以内

公民館運営審議会
市民（応募時に18歳以上であって市内在住、在勤又は在学の者）３

人以内
児童福祉審議会 市民（市内に住所を有する者に限る。）　３人以内

市民健康づくり審議会 一般市民　５人以内　　公募

公共下水道事業審議会 公募による市民　３人以内

史編さん委員会 一般市民　３人以内　公募

地域福祉推進委員会 公募による市民　４人以内

図書館協議会 市民　３人以内　公募

安全・安心まちづくり協議会 市民　７人以内　　公募

空家等対策協議会 公募による市民　２人以内

介護保険運営協議会 第１号被保険者を代表する委員　２人以内　公募

介護保険運営協議会 第２号被保険者を代表する委員　２人以内　公募

介護保険運営協議会
介護サービス利用者又は当該利用者の家族を代表する委員　２人以
内

介護保険運営協議会
介護予防サービス利用者又は介護予防・生活支援サービス利用者を
代表する委員　２人以内

市民交流センター運営協議会 市民（市内に住所を有する者に限る。）　３人以内　公募

小金井市名誉市民選考委員会 市民（市内に住所を有する者に限る。）　３人以内　公募

男女平等推進審議会 公募による市民　５人以内

奨学資金運営委員会 公募による者　３人以内

社会教育委員 公募による市民　３人以内

子ども・子育て会議 市民　５人以内　公募　子どもの保護者含む

児童館運営審議会 市民　３人以内　公募

青少年の育成環境審議会 公募による者　３人以内

はけの森美術館運営協議会 市民　２人以内　　公募

食育推進会議 市民　５人以内　　公募

環境審議会 公募による市民　４人以内

まちづくり委員会 公募による市民（市内に住所を有するものに限る。）　３人以内

まち・ひと・しごと創生総合
戦略等推進委員会

市民　３人以内　公募

財政改革市民会議 市民　３人以内　公募

 


