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平成20年度審議会等の会議開催実績
　市では、市政への市民の参加を一層推進し、市政に対する市民の皆さんの理解を深めていただくことを

目的として、市の付属機関である審議会等の会議を「牛久市審議会等の会議の公開に関する指針」に基づき

公開しています。

　会議開催についての告知および公開された会議の議事概要については、市情報政

策課内「情報公開統合窓口」（本庁舎1階）または市ホームページでご覧いただけます。

ホームページ　http://www.city.ushiku.ibaraki.jp/section/jyouhou/shingikai/itiran.htm

問い合わせ　市情報政策課☎内線1671～1672

平成20年度審議会等の開催実績

区　分 審議会等の数 公開の会議回数 非公開の会議回数 会議回数の計 傍聴者数
公開とした会議 20 52 0 52 63
非公開とした会議 5 0 108（＊） 108 0

計 25 52 108 160 63

（＊）108回のうち、102回は牛久市介護認定審査会の会議回数です。

平成20年度審議会等の会議開催一覧

部　等 担当課 開　催　会　議　名 開催日 公開／非公開 傍聴者数

市長公室 行政経営課

牛久市行政改革推進委員会（第1回） 10月8日 公開 0
牛久市行政改革推進委員会（第2回） 11月13日 公開 0
牛久市行政改革推進委員会（第3回） 1月21日 公開 0
牛久市行政改革推進委員会（第4回） 2月17日 公開 0
牛久市公共事業再評価委員会（第1回） 8月28日 公開 0

市長公室

建設部

行政経営課

都市計画課

牛久市総合計画・都市計画マスタープラン審議会（第1回） 10月7日 公開 0
牛久市総合計画・都市計画マスタープラン審議会（第2回） 3月27日 公開 0

保健福祉部

社会福祉課

牛久市総合福祉センター運営協議会（第1回） 11月6日 公開 0
牛久市障害者施策推進協議会（第1回） 7月4日 公開 0
牛久市障害者施策推進協議会（第2回） 1月13日 公開 0
牛久市障害者施策推進協議会（第3回） 2月13日 公開 0
牛久市障害者施策推進協議会（第4回） 3月24日 公開 1
牛久市有償輸送運営協議会（第1回） 8月5日 公開 0
牛久市地域福祉計画策定審議会（第1回） 6月25日 公開 0
牛久市地域福祉計画策定審議会（第2回） 10月10日 公開 0

高齢福祉課

牛久市介護保険運営協議会（第1回） 6月30日 公開 2
牛久市介護保険運営協議会（第2回） 1月16日 公開 0
牛久市介護保険運営協議会（第3回） 1月27日 公開 4
牛久市介護保険運営協議会（第4回） 2月10日 公開 5
牛久市介護認定審査会（20年度に102回開催） 年間 非公開 －
牛久市高齢者福祉計画策定委員会（第1回） 10月2日 公開 2
牛久市高齢者福祉計画策定委員会（第2回） 11月5日 公開 1
牛久市高齢者福祉計画策定委員会（第3回） 12月18日 公開 0
牛久市高齢者福祉計画策定委員会（第4回） 1月16日 公開 0
牛久市高齢者福祉計画策定委員会（第5回） 2月20日 公開 0
牛久市高齢者福祉計画策定委員会（第6回） 3月3日 公開 1
牛久市高齢者福祉計画策定委員会（第7回） 3月16日 公開 0
牛久市地域包括支援センター運営協議会（第1回） 10月28日 公開 0
牛久市地域密着型サービス運営委員会（第1回） 10月28日 公開 0

健康管理課
牛久市健康づくり推進協議会（第1回） 9月30日 公開 0
牛久市健康づくり推進協議会（第2回） 12月18日 公開 0
牛久市健康づくり推進協議会（第3回） 3月10日 公開 0

市政をより身近に感じ

られる機会です。公開

される会議については、

ぜひ傍聴してみてはい

かがでしょうか。

（左ページへ続く）
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問い合わせ　市情報政策課☎内線1671～1672

【公開の対象となる審議会等】…地方自治法第138条の4第3項に基づき、市民、学識経験者を構成員として、

市の事務について審議を行うために設置されたものです。

部　等 担当課 開　催　会　議　名 開催日 公開／非公開 傍聴者数

保健福祉部 医療年金課
牛久市国民健康保険運営協議会（第1回） 4月30日 公開 1
牛久市国民健康保険運営協議会（第2回） 10月27日 公開 1

市民生活部

市民活動課

牛久市男女共同参画審議会（第1回） 5月21日 公開 3
牛久市男女共同参画審議会（第2回） 7月11日 公開 5
牛久市男女共同参画審議会（第3回） 10月22日 公開 4
牛久市男女共同参画審議会（第4回） 2月18日 公開 5

情報政策課 牛久市情報公開・個人情報保護審査会（第1回） 4月18日 非公開 －

交通防災課

牛久市交通安全対策協議会（第1回） 7月1日 公開 0
牛久市交通安全対策協議会（第2回） 9月8日 公開 0
牛久市交通安全対策協議会（第3回） 11月5日 公開 0
牛久市交通安全対策協議会（第4回） 3月24日 公開 0

建設部

都市計画課

竜ケ崎・牛久都市計画事業牛久駅西口北土地区画整理審議会 8月5日 非公開 －
竜ケ崎・牛久都市計画事業牛久駅西口北土地区画整理評価員会 7月30日 非公開 －
牛久市都市計画審議会（第1回） 9月4日 公開 0
牛久市都市計画審議会（第2回） 3月27日 公開 0

地域整備課

牛久市歴史を活かしたまちづくり計画検討委員会（第1回） 7月17日 公開 4
牛久市歴史を活かしたまちづくり計画検討委員会（第2回） 11月25日 公開 4
牛久市歴史を活かしたまちづくり計画検討委員会（第3回） 2月4日 公開 9
牛久市歴史を活かしたまちづくり計画検討委員会（第4回） 3月19日 公開 11

教育委員会

教育総務課
牛久市障害児就学指導委員会（第1回） 7月1日 非公開 －
牛久市障害児就学指導委員会（第2回） 11月18日 非公開 －
牛久市障害児就学指導委員会（第3回） 1月20日 非公開 －

生涯学習課
牛久市文化財保護審議会（第1回） 4月30日 公開 0
牛久市文化財保護審議会（第2回） 3月4日 公開 0

社会体育課
牛久市スポーツ振興審議会（第1回） 9月21日 公開 0
牛久市スポーツ振興審議会（第2回） 2月22日 公開 0

中央図書館 牛久市図書館協議会（第1回） 10月23日 公開 0

牛久市男女共同参画審議会委員募集
　市では、男女共同参画の推進に関する事項など

を調査審議する市長の諮問機関として、「牛久市男

女共同参画審議会」を設置しています。

　このたび、委員の任期満了に伴い、男女共同参

画の推進に市民の声を反映させるため、新しく男

女共同参画審議会委員を公募します。

任期　2年

募集人数　2人以内※審議会は、この公募により選

ばれた委員と学識経験者や関係機関・団体から

推薦された委員（合計15人以内）で構成されます。

応募条件　次のいずれにも該当する方とします。

・市内に住所を有している方

・牛久市のほかの審議会・委員会などの委員でない方

・男女共同参画の推進に関心を持ち、年3回程度

開催される審議会に出席可能である方

・今までに当審議会委員を経験されたことのない方

選考方法　書類審査および面接を実施し、総合的

に判断し決定します（面接の日時は後日連絡し

ます）。決定後、速やかに応募者全員に結果を

通知します。

※審議会委員の身分は、市長から委嘱された非常

勤特別職となります。

※審議会出席に係る報酬および費用弁償（旅費）

は、市の規定に基づき支給します。

応募方法　住所、氏名、生年月日、性別、 職業、

主な活動内容など、応募の動機を記入した応募

用紙（任意様式）および「男女共同参画の推進に

ついて」をテーマとした小論文（800字〜1000字

程度・書式は自由）を郵送、FAX、E メールの

いずれかの方法で提出してください。

応募締め切り日　7月31日（金）必着

申し込み・問い合わせ　牛久市男女共同参画推進室（〒300-1292牛久市中央3-15-1市市民活動課内）

　　　　　　　　　　　☎内線1631FAX873-2512E メール shimin@city.ushiku.ibaraki.jp
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