
山形県が設置する審議会等の公開状況一覧
（１）地方自治法上の附属機関

公開状況
非公開
区分

非公開の内容及び判断の理由

1
山形県特別職報酬等審
議会

議会の議員の議員報酬の額並びに知事及び
副知事の給料の額の審議

開催の都
度決定

- - 総務部 人事課

2 山形県退職手当審査会 退職手当の支給制限等の処分の調査審議
開催の都
度決定

② 個人に関する情報を取り扱うため 総務部 人事課

3
山形県公務災害補償等審査
会

非常勤職員の公務災害補償の不服申立につ
いての審査

非公開 ② 審議内容の全般にわたって個人に関する情報であるため。 総務部 総務厚生課

4
山形県公務災害補償等
認定委員会

非常勤職員の公務災害認定に当たっての審
議

非公開 ② 審議内容の全般にわたって個人に関する情報であるため。 総務部 総務厚生課

5
山形県公益認定等審議
会

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等
に関する法律」の規定に基づき、知事の諮
問に応じて公益法人の認定に関する事項の
調査審議等を行う

一部公開 ③⑦⑧
個別の法人の事業内容をもとに審議しており、法人の正当
な利益を害するおそれがあるほか、委員の率直な意見交換
や意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため

総務部 学事文書課

6 山形県行政不服審査会
行政不服審査法の規定に基づく審査請求に
関する事項の調査審議

一部公開 ②③
不服申立てに係る審査の性質上、個人情報又は法人等の正
当な利益を害するおそれのある情報を審査するため

総務部 学事文書課

7
山形県情報公開・個人情
報保護審査会

情報公開請求及び個人情報開示請求に対す
る処分について審査請求があった場合の調
査審議・答申並びに情報公開制度の運用に
関する調査審議・答申を行う

非公開 ②③
不服申立てに係る審査の性質上、個人情報又は法人等の正
当な利益を害するおそれのある情報を審査するため

総務部 学事文書課

8
山形県個人情報保護運
営審議会

個人情報保護制度の運用に関する調査審
議・答申及び本人確認情報の保護に関する
事項の調査・審議を行う

開催の都
度決定

② 個人に関する情報を審査する事案も想定されるため 総務部 学事文書課

9
山形県公文書等管理委
員会

公文書管理条例に基づき、諮問事項や廃棄
予定公文書の意見聴取について調査審議を
行う。

一部公開 ②③
協議において個人情報又は法人情報を取り扱う場合、その
正当な利益を害するおそれがあるため

総務部 学事文書課

10
山形県公立大学法人評
価委員会

山形県が設立する公立大学法人の業務の実
績に関する評価等を行う。

公開 総務部
学事文書課及
び健康福祉企
画課

11 山形県私立学校審議会
私立学校の設置や廃止認可等、一定の事項
について知事の諮問を受け審議を行う

公開 総務部 学事文書課

12
山形県いじめ重大事態再調
査委員会

県教育委員会（県立学校）又は私立学校が
行った重大事態に係る調査結果について、
知事が必要と認める場合、再調査を行う

非公開 ② 個人情報の保護のため 総務部 学事文書課

令和３年２月１日現在

会議の公開
番号 部局 担当課会議の名称 主な審議内容・目的等

https://www.pref.yamagata.jp/020002/kensei/recruit/jinjikyuuyo/hoshushin/hoshushin.html
https://www.pref.yamagata.jp/020002/kensei/recruit/jinjikyuuyo/hoshushin/hoshushin.html
https://www.pref.yamagata.jp/020002/kensei/recruit/jinjikyuuyo/taiteshinsakai/gaiyou/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/020003/kensei/recruit/jinjikyuuyo/nintei.html
https://www.pref.yamagata.jp/020003/kensei/recruit/jinjikyuuyo/nintei.html
https://www.koeki-info.go.jp/
https://www.koeki-info.go.jp/
https://www.pref.yamagata.jp/020023/kensei/kaikaku/fufukushinsa/gyoufukusinsakai/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/020023/kensei/joho/johokokai/johokoukaishinsakai/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/020023/kensei/joho/johokokai/johokoukaishinsakai/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/020023/kensei/joho/johokokai/kojinjoho_top/kozinjoho_singikai/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/020023/kensei/joho/johokokai/kojinjoho_top/kozinjoho_singikai/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/020023/kensei/joho/johokokai/koubunsyo-kanri-iinkai.html
https://www.pref.yamagata.jp/020023/kensei/joho/johokokai/koubunsyo-kanri-iinkai.html
https://www.pref.yamagata.jp/020023/bunkyo/kyoiku/gakkoukyouiku/hyoukaiinkai/hyoka-u.html
https://www.pref.yamagata.jp/020023/bunkyo/kyoiku/gakkoukyouiku/hyoukaiinkai/hyoka-u.html
https://www.pref.yamagata.jp/020023/bunkyo/kyoiku/gakkoukyouiku/shiritsu_shingikai/r1shigakusinkaisaijyokyo.html


山形県が設置する審議会等の公開状況一覧
（１）地方自治法上の附属機関

公開状況
非公開
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令和３年２月１日現在

会議の公開
番号 部局 担当課会議の名称 主な審議内容・目的等

13 山形県総合政策審議会

県の総合的な計画の策定及び実施に関する
事項について、知事の諮問に応じた調査審
議や知事への提言を行うほか、国土利用計
画法の規定により、その権限に属する事項
を調査審議する

公開
みらい企画
創造部

企画調整課

14 山形県自治紛争処理委員
普通地方公共団体相互の間又は普通地方公
共団体の機関相互の間の紛争の調停等

開催の都
度決定

⑥ 法律に基づき事件ごとに対応するため。
みらい企画
創造部

市町村課

15
山形県固定資産評価審
議会

固定資産の評価に関する審議 非公開 ②
審議において、特定の個人の資産状況について言及する可
能性があり、公開することは適当でない。

みらい企画
創造部

市町村課

16 山形県国民保護協議会
国民保護法に基づく国民保護に関する重要
事項や県国民保護計画の作成・変更の審
議・答申等

公開
防災くらし
安心部

防災危機管理
課

17 山形県防災会議
山形県地域防災計画の修正等に関する協議
等

公開
防災くらし
安心部

防災危機管理
課

18
山形県石油コンビナート等
防災本部

山形県石油コンビナート等防災計画の修正
等に関する協議等

公開
防災くらし
安心部

消防救急課

19
山形県傷病者搬送・受入実
施基準協議会

実施基準に関する協議並びに実施基準に基
づく傷病者の搬送及び傷病者受け入れに係
る連絡調整

非公開 ②
救急搬送の各事例を基に協議を行い、各事例には個人に関
する情報が含まれているため、会議全体を非公開としてい
る。

防災くらし
安心部

消防救急課

20
山形県交通安全対策会
議

陸上交通の安全に関する総合的な交通安全
計画等の作成、審議するとともに、その施
策の推進を図り、交通事故のない、安全・
安心な山形県づくりを推進

公開
防災くらし
安心部

消費生活・地
域安全課

21 山形県消費生活審議会 消費者施策の推進に関する審議 公開
防災くらし
安心部

消費生活・地
域安全課

22
山形県生活衛生適正化審議
会

理容・美容業等の統一料金や営業日等の規
制等について審議・決定を行う

非公開 ⑤
関係業者の不利益になり得る審議等であることから、公開
すると、外部圧力等により率直な意見交換や意思決定の中
立性が損なわれる恐れがあるため。

防災くらし
安心部

食品安全衛生
課

23
山形県公衆浴場入浴料金審
議会

公衆浴場（銭湯）の入浴料金について、審
議・決定を行う

非公開 ⑤
関係業者の不利益になり得る審議等であることから、公開
すると、外部圧力等により率直な意見交換や意思決定の中
立性が損なわれる恐れがあるため。

防災くらし
安心部

食品安全衛生
課

https://www.pref.yamagata.jp/kensei/keikaku/shingikai/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/020024/kensei/information/zei/koteishingikai/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/020024/kensei/information/zei/koteishingikai/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/020072/bosai/kochibou/kikikanri/kokuminhogokeikaku/kyougikai.html
https://www.pref.yamagata.jp/020072/bosai/kochibou/bousaijouhou/bousaikaigi/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/020070/bosai/kotsuanzen/taisakukaigihp.html
https://www.pref.yamagata.jp/020070/bosai/kotsuanzen/taisakukaigihp.html
https://www.pref.yamagata.jp/021006/kurashi/shohi/gaiyou.html
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非公開
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令和３年２月１日現在

会議の公開
番号 部局 担当課会議の名称 主な審議内容・目的等

24 山形県環境審議会
環境基本法に基づき、県内における環境の
保全に関する基本的事項の調査審議を行う

一部公開
①～
⑥、⑪

「山形県環境審議会の公開の取扱いについて」（H10.3.1
⑧制定）により、次に該当する場合は、その審議又はその
一部を公開しないものとすると定めている。
(1)山形県情報公開条例第６条第１項各号に規定する不開
示情報に該当する情報に関し審議を行う場合
(2)会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議等が
著しく阻害され、会議の目的が達成できなくなると認めら
れる場合

環境エネル
ギー部

環境企画課

25 山形県公害審査会
公害紛争処理法に基づき、公害に係る紛争
について、あっせん、調停及び仲裁を行う

非公開 ①

調停及び仲裁については、公害紛争処理法により非公開と
されている。あっせんについては非公開とされていない
が、審査の際に過去の調停等の内容についても検討を行う
ため非公開としている。

環境エネル
ギー部

水大気環境課

26
山形県環境影響評価審
査会

山形県環境影響評価条例に基づき、環境影
響評価その他の手続きに関する事項の調査
審議

公開
環境エネル
ギー部

みどり自然課

27
「子育てするなら山形県」
推進協議会

次世代育成支援行動計画その他次世代育成
支援に関する啓発や取組みの推進に関する
協議等

公開
しあわせ子
育て応援部

しあわせ子育
て政策課

28
山形県小児慢性特定疾病審
査会

小児慢性特定疾病認定に係る審査 非公開 ⑧
審査に関する情報を公開することにより、審査の意思決定
の中立性が損なわれるおそれがあるため

しあわせ子
育て応援部

子ども家庭支
援課

29
山形県青少年健全育成
審議会

青少年に有害な興行、図書類、広告物等の
指定、青少年健全育成基本計画策定に関す
る審議等

公開
しあわせ子
育て応援部

女性・若者活
躍推進課

30
山形県男女共同参画審
議会

男女共同参画計画その他男女共同参画の推
進に関する重要事項に関する審議等

公開
しあわせ子
育て応援部

女性・若者活
躍推進課

31
山形県地域医療対策協
議会

医師の確保及び定着化の促進並びに医師の
地域偏在等の是正に関する協議等

公開 健康福祉部 医療政策課

32 山形県医療審議会
医療計画の策定等に係る審議をはじめ、医
療法人の認可等医療提携体制の確保に関す
る重要事項の調査・審議

一部公開 ③
医療法人の経営情報等、当該法人の競争上の地位を害する
恐れがある情報を含む協議がなされる場合は非公開とす
る。

健康福祉部
健康福祉企画
課

33 山形県准看護師試験委員会
准看護師試験の実施に関する事項及び行政
処分に関する事項等について、審議・決定
を行う

非公開 ⑥
試験に関する審議等であることから、公開すると試験実施
に支障を及ぼす恐れがあるため。

健康福祉部 医療政策課

34 山形県薬事審議会 薬事に関する重要事項を審議する 公開 健康福祉部
新型コロナワ
クチン接種総
合企画課

https://www.pref.yamagata.jp/050015/kurashi/kankyo/management/singikaitop.html
https://www.pref.yamagata.jp/050011/kurashi/shizen/eikyohyoka/assess.html
https://www.pref.yamagata.jp/050011/kurashi/shizen/eikyohyoka/assess.html
https://www.pref.yamagata.jp/kenfuku/kosodate/shien/suishinkyougikai/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/kenfuku/kosodate/shien/suishinkyougikai/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/010003/bunkyo/wakamonoseishounen/seishonen/kenzenikusei/shinngikai.html
https://www.pref.yamagata.jp/010003/bunkyo/wakamonoseishounen/seishonen/kenzenikusei/shinngikai.html
https://www.pref.yamagata.jp/kurashi/jinken/sankaku/danjosingikai/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/kurashi/jinken/sankaku/danjosingikai/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/090013/kenfuku/iryo/ishikangoshi/chiikiiryotaisakukyogikai.html
https://www.pref.yamagata.jp/090013/kenfuku/iryo/ishikangoshi/chiikiiryotaisakukyogikai.html
https://www.pref.yamagata.jp/090001/kenfuku/iryo/iji/iryousingikai.html
https://www.pref.yamagata.jp/kenfuku/yakuji/yakuhin/index.html
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35 山形県献血推進協議会 献血の推進に関する重要事項を審議する 公開 健康福祉部
新型コロナワ
クチン接種総
合企画課

36 山形県麻薬中毒審査会
措置入院した麻薬中毒患者の入院継続につ
いて審査する

非公開 ② 個人情報を審議するため 健康福祉部
新型コロナワ
クチン接種総
合企画課

37
村山・置賜感染症診査協議
会

当該地域で第一類、二類感染症が発生した
場合に、患者等への対応等について診査協
議する

非公開 ② 個人情報を取り扱うため 健康福祉部
新型コロナワ
クチン接種総
合企画課

38
最上・庄内感染症診査協議
会

当該地域で第一類、二類感染症が発生した
場合に、患者等への対応等について診査協
議する

非公開 ② 個人情報を取り扱うため 健康福祉部
新型コロナワ
クチン接種総
合企画課

39 山形県社会福祉審議会 社会福祉に関する事項を調査・審議 公開 健康福祉部
地域福祉推進
課

40
山形県社会福祉審議会
民生委員審査・地域福祉専
門分科会

民生委員・児童委員の選任に関する審査
地域福祉に関する事項を調査審議、地域福
祉推進計画進捗状況報告

非公開 ②
個人情報に関する審議を行うことから、当該審議会規程に
おいて「民生委員審査専門分科会は、非公開とする」とさ
れているため

健康福祉部
地域福祉推進
課

41
山形県国民健康保険運
営協議会

国民健康保険運営方針及び国民健康保険事
業費納付金の徴収に関すること等

公開 健康福祉部
がん対策・健
康長寿日本一
推進課

42 山形県国民健康保険審査会
国民健康保険法による保険給付等に関する
処分について不服がある場合、審査請求を
して裁決を受けるもの

非公開 ②⑧
個人情報に関する審議を行うことから、当該審査会会議規
程において「会議は、原則として秘密会とする」とされて
いるため

健康福祉部
がん対策・健
康長寿日本一
推進課

43
山形県後期高齢者医療審査
会

高齢者の医療の確保に関する法律による保
険給付等に関する処分について不服がある
場合、審査請求をして裁決を受けるもの

非公開 ②⑧
個人情報に関する審議を行うことから、当該審査会口頭意
見陳述実施要領において「口頭意見陳述は、原則として非
公開とする」とされているため

健康福祉部
がん対策・健
康長寿日本一
推進課

44 山形県栄養改善対策審議会
栄養の改善を図り、県民の健康な生活を営
むことの指導実施計画について、調査審議
を行う

公開 健康福祉部
がん対策・健
康長寿日本一
推進課

45
山形県がん登録情報利用等
審議会

研究等のため、がん罹患者の個人情報を含
む「がん登録情報」の利用申請があった場
合、その妥当性等を審議する

非公開 ② 個人に関する情報を取り扱うため 健康福祉部
がん対策・健
康長寿日本一
推進課

46 山形県介護保険審査会
介護保険法による保険給付等に関する処分
について不服がある場合、審査請求をして
裁決を受けるもの

一部公開 ②
被保険者個人の要介護認定に係る情報等を審議するため公
開に適さないが、総会（原則として委員総改選の年に開
催）は公開可能。

健康福祉部 高齢者支援課

47
山形県障がい者施策推進協
議会

県の障がい者計画の策定及び障がい者施策
の総合的・計画的推進並びに県障がい福祉
計画の策定等についての審議

非公開 ⑦
障がい者支援の課題等について、率直な意見交換が阻害さ
れる可能性があるため。

健康福祉部 障がい福祉課

https://www.pref.yamagata.jp/090016/kenfuku/yakuji/kenketsu/kenketsukyogikai.html
https://www.pref.yamagata.jp/090014/kenfuku/fukushi/shakaifukushi-shingikai.html
https://www.pref.yamagata.jp/090015/kenfuku/iryo/hoken/kokuhounkyo/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/090015/kenfuku/iryo/hoken/kokuhounkyo/index.html
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48 山形県精神医療審査会

精神保健福祉法に基づく医療保護入院の届
出及び入院者からの退院請求等があった場
合、その入院の必要性や処遇が適切に行わ
れているか審査を行う

非公開 ②
審査する案件のほとんどが個人の精神疾病等に関する事項
の審議であるため。

健康福祉部 障がい福祉課

49
山形県障がい者介護給付費
等及び障がい児通所給付費
等不服審査会

障害者総合支援法に基づいて設置された審
議会で、障がい者等から市町村の介護給付
費等に係る処分に不服があり審査請求が
あった場合に審査を行う

非公開 ②
審査請求の事件の審査で取り扱う情報が、個人を識別する
情報にあたるため。

健康福祉部 障がい福祉課

50 山形県指定難病審査会
特定医療費の支給認定の審査（診断書の医
学的審査）

非公開 ②
支給認定申請者の氏名等が、個人を識別する情報にあたる
ため。
支給認定の適否が審査内容の全てであるため

健康福祉部 障がい福祉課

51 山形県精神保健福祉審議会
精神保健及び精神障がい者の福祉に関して
調査審議し知事の諮問に答えるほか、意見
具申等を行う

一部公開 ③
審議事項のうち、精神保健福祉法に基づく指定病院の取り
消しについては法人に関する情報を取り扱うため。

健康福祉部 障がい福祉課

52 山形県産業構造審議会
本県産業の振興、発展のための施策の基本
となる事項等に関する審議

公開 産業労働部
商工産業政策
課

53
山形県農村地域産業導入審
議会

農村地域への産業の導入促進に関する審議
等

公開 産業労働部
工業戦略技術
振興課

54 小売商紛争調停員 小売商業に関する紛争に係る調停 非公開 ③
法人等の販売事業の内容等を調査することから、公開によ
り法人の正当な利益（競争上の地位や財産権）を害するお
それがあるため

産業労働部
商業・県産品
振興課

55
山形県大規模小売店舗立地
審議会

大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の
保持に関する重要事項の調査審議

非公開 ⑦⑧
中立的な立場からの意見の確保の観点から、届出者に委員
名を明かさないことが妥当であるため

産業労働部
商業・県産品
振興課

56
山形県職業能力開発審
議会

職業能力開発計画や職業能力開発に関する
重要事項の調査審議

公開 産業労働部
雇用・コロナ
失業対策課

57 山形県観光審議会
観光事業に関する重要事項（計画や施策な
ど）についての調査・審議

公開
観光文化ス
ポーツ部

観光立県推進
課

58 山形県立博物館協議会
博物館長の諮問に応じ、博物館の事業や運
営に関して専門的立場や来館者の視点から
意見を述べる

公開
観光文化ス
ポーツ部

文化振興・文
化財活用課

59 山形県文化財保護審議会
県指定文化財の指定及び指定の解除につい
て審議を行う

一部公開 ⑦⑧
会議を公開することにより、率直な意見の交換が不当に阻
害され、意思決定の中立性が不当に損なわれるため

観光文化ス
ポーツ部

文化振興・文
化財活用課

https://www.pref.yamagata.jp/110009/sangyo/rodo/noryoku/syokunousinngikai.html
https://www.pref.yamagata.jp/110009/sangyo/rodo/noryoku/syokunousinngikai.html
http://www.yamagata-museum.jp/introduction/conference/
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60
山形県農業・農村政策審
議会

農業及び農村に関する重要事項について審
議

公開 農林水産部 農政企画課

61
山形県農林水産技術会
議

農林水産の研究開発に関する全般の審議 公開 農林水産部
農業技術環境
課

62 山形県森林審議会
地域森林計画の樹立・変更、林地開発の許
可、保安林の指定・解除、その他重要事項
等

公開 農林水産部
森林ノミクス
推進課

63
山形県建設工事紛争審
査会

建設工事の請負契約に関する紛争解決を図
る

非公開 ①
建設業法において、審査会の行う調停又は仲裁の手続は公
開しないとしている。

県土整備部 建設企画課

64
山形県土地収用あっせん委
員

土地等の取得に関して当事者間に合意が成
立しない場合、あっせん委員が双方の間に
入り共に解決方法を見出す

非公開 ②③⑦
あっせんは、民事上の契約締結を目的に、当事者双方の互
譲と妥協を含めた任意の話し合いがなされる場であるため

県土整備部
県土利用政策
課

65 山形県景観形成審議会

屋外広告物の規制地域、規制基準、規制の
適用除外等及び景観法に基づく届出に関す
る勧告、良好な景観の形成に関する重要事
項等を審議する

公開 県土整備部
県土利用政策
課

66 山形県土地収用仲裁委員
土地等の取得に関する紛争が補償金のみの
場合、当事者双方の仲裁合意に基づき仲裁
人の判断による最終的な解決を目指す

非公開 ①
土地収用法施行令第１条の７の４において非公開と定めら
れているため

県土整備部
県土利用政策
課

67
山形県土地収用事業認定審
議会

事業認定書の縦覧期間中に利害関係者から
意見書の提出があった場合に審議し、知事
に意見を具申する

非公開 ⑦
個人の利益や公益性等について自由に意見を述べる場を確
保するため。

県土整備部
県土利用政策
課

68 山形県土地利用審査会
土地取引の規制を公正に行うため、土地売
買等の届出者に対し知事が勧告しようとす
る場合に意見を述べる

非公開 ⑩
個人の財産権に重大な関係を有するものであること等によ
る

県土整備部
県土利用政策
課

69 山形県都市計画審議会
都市計画区域、県が定める都市計画、都市
施設である産業廃棄物処理施設の位置等に
ついて審議する

公開 県土整備部 都市計画課

70 山形県開発審査会
市街化調整区域におけるやむを得ない開発
行為の許可等について審議する

一部公開 ②⑩
個人の財産に関する情報等を公開した場合、個人の利益を
害するおそれがあるため

県土整備部 都市計画課

71 山形県水防協議会
水防法の規定により、水防計画その他水防
に関し重要な事項等を調査審議

公開 県土整備部 河川課

72 山形県地方港湾審議会 港湾計画等に関する審議、答申等 公開 県土整備部 空港港湾課

https://www.pref.yamagata.jp/140001/sangyo/nourinsuisangyou/nogyo/nousonseisaku/seisakusingikai.html
https://www.pref.yamagata.jp/140001/sangyo/nourinsuisangyou/nogyo/nousonseisaku/seisakusingikai.html
https://www.pref.yamagata.jp/140003/sangyo/nourinsuisangyou/nogyo/keikakukaigiyosan/gijutsukaigi/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/140003/sangyo/nourinsuisangyou/nogyo/keikakukaigiyosan/gijutsukaigi/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/140023/sangyo/nourinsuisangyou/ringyo/morisingi.html
https://www.pref.yamagata.jp/180030/kensei/nyuusatsujouhou/iinkai/fs.html
https://www.pref.yamagata.jp/180030/kensei/nyuusatsujouhou/iinkai/fs.html
https://www.pref.yamagata.jp/180032/keikankeiseishingikai.html
https://www.pref.yamagata.jp/180019/kurashi/kendo/toshikeikaku/toshikeikaku/toshikeikaku-shingikai.html
https://www.pref.yamagata.jp/180019/kurashi/kendo/toshikeikaku/kaihatsushinsakai.html
https://www.pref.yamagata.jp/180033/kurashi/kendo/kouwan/shingikai/index.html
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73 山形県建築審査会
建築基準法に基づく許可に対する審査・同
意、建築基準法に基づく処分への不服申立
の審査

公開 県土整備部 建築住宅課

74 山形県建築士審査会
２級・木造建築士試験の合否判定、２級・
木造建築士の処分、建築士事務所の処分に
関する審査・同意

非公開 ②,③

２級・木造建築士試験の合否判定及び２級・木造建築士の
処分に関する審査にあたり、個人に関する情報が含まれる
ため。
建築士事務所の処分に関する審査にあたり、法人に関する
情報が含まれるため。

県土整備部 建築住宅課

75
山形県教員資質向上協
議会

教育公務員特例法に基づき、公立学校の校
長及び教員としての資質に関する指標の策
定、及び当該指標に基づく校長及び教員の
資質の向上に関する協議を行う。

公開 教育委員会 教育政策課

76 山形県いじめ問題審議会

山形県いじめ防止基本方針に基づき、いじ
め防止のための対策や県立学校の設置者が
調査を行う場合における重大事態に係る事
実関係等に関することについて、調査審議
を行う

一部公開 ②
重大事態に係る事実関係等に関する調査審議においては、
加害者及び被害者の個人に関する情報を扱う場合があるた
め。

教育委員会 教育政策課

77 山形県社会教育委員
社会教育の推進に関し、教育委員会に助言
を行う

公開 教育委員会
生涯教育・学
習振興課

78 山形県立図書館協議会
図書館の運営に関し館長の諮問に応ずると
ともに、図書館の行う図書館奉仕につき、
館長に意見を述べる

公開 教育委員会
生涯教育・学
習振興課

79
山形県教科用図書選定審議
会

義務教育諸学校において使用する教科書用
図書採択の適正な実施を図るため、県教育
委員会が行う指導、助言又は援助に対し意
見を述べる

非公開 ⑩
非公開内容：開催期日、場所、議事内容、審議委員名
理由：教科用図書選定の公正を期すため

教育委員会 義務教育課

80 山形県産業教育審議会
産業教育の振興を図るため、教育委員会又
は知事の諮問に応じて調査・審議し、建議
を行う。

公開 教育委員会 高校教育課

81
山形県スポーツ推進審議
会

スポーツの推進に関する計画及びその他の
スポーツの推進に関する重要事項について
調査審議を行う

公開 教育委員会
スポーツ保健
課

https://www.pref.yamagata.jp/180025/kurashi/sumai/kenchiku/shinsakai01.html
https://www.pref.yamagata.jp/700001/bunkyo/kyoiku/iinkai/kyouikuiinkai/iinkaikyougikai/shihyou.html
https://www.pref.yamagata.jp/700001/bunkyo/kyoiku/iinkai/kyouikuiinkai/iinkaikyougikai/shihyou.html
https://www.pref.yamagata.jp/bunkyo/kyoiku/iinkai/kyouikuiinkai/ijimemondai/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/700015/bunkyo/kyoiku/gakushu/shakaikyouikuiin.html
https://www.lib.pref.yamagata.jp/?page_id=332
https://www.pref.yamagata.jp/700013/bunkyo/kyoiku/iinkai/kyouikuiinkai/iinkaikyougikai/gsangyoshingikai.html
https://www.pref.yamagata.jp/700021/bunkyo/bunka/sports/sports-singikai/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/700021/bunkyo/bunka/sports/sports-singikai/index.html

