
 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 審議会等の会議の公開制度 
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附属機関の会議の公開実施状況 

 

【表27】附属機関の会議の公開実施状況一覧（令和4年4月1日現在） 

№ 名  称 所管課 
公開・非公開の 
別と非公開理由 

1 堺市情報公開審査会 市政情報課 非公開（7号） 

2 堺市個人情報保護審議会 市政情報課 一部非公開（7号） 

3 堺市総合計画審議会 政策企画部 公開 

4 堺市 PFI事業検討委員会 政策企画部 非公開（2,5,6号） 

5 堺市国民保護協議会 危機管理課 公開 

6 堺市災害弔慰金等支給審査委員会 危機管理課 非公開（1号） 

7 堺市防災会議 防災課 公開 

8 堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会 総務課 公開 

9 堺市行政不服審査会 法制文書課 一部非公開（7号） 

10 堺市公正職務確保審査会 人事課 非公開（1号） 

11 堺市職員懲戒等審査会 人事課 非公開（1号） 

12 堺市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等審査会 労務課 非公開（1号） 

13 堺市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等認定委員会 労務課 非公開（1号） 

14 堺市特別職報酬等審議会 労務課 公開 

15 堺市職員医療審査会 労務課 非公開（1号） 

16 堺市入札監視等委員会 契約課 公開 

17 堺市プロポーザル方式等による設計業務等受託者選定委員会 契約課 非公開（2,5号） 

18 堺市プロポーザル方式による委託業務事業者選定委員会 調達課 非公開（2,5号） 

19 堺市市民人権局指定管理者候補者選定委員会 市民人権総務課 一部非公開（2号） 

20 堺市消費生活審議会 消費生活センター 一部非公開（7号） 

21 堺市人権施策推進審議会 人権企画調整課 公開 

22 堺市同和行政協議会 人権企画調整課 公開 

23 自由都市・堺 平和貢献賞選考委員会 人権推進課 非公開（5号） 

24 堺市男女平等推進審議会 男女共同参画推進課 公開 

25 堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会 観光企画課 一部非公開（5号） 

26 堺市スポ－ツ推進審議会 スポーツ推進課 公開 

27 堺市文化芸術審議会 文化課 公開 

28 堺市文化財保護審議会 文化財課 公開 

29 堺市百舌鳥古墳群等史跡保存整備委員会 文化財課 公開 
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№ 名  称 所管課 
公開・非公開の 
別と非公開理由 

30 堺市博物館協議会 学芸課 公開 

31 堺市環境審議会 環境政策課 公開 

32 堺市環境局指定管理者候補者選定委員会 環境政策課 一部非公開（5号） 

33 堺市プロポーザル方式による ESCO 事業者選定委員会 環境エネルギー課 非公開（2,5号） 

34 堺市環境影響評価審査会 環境共生課 公開 

35 堺市廃棄物減量等推進審議会 環境事業管理課 公開 

36 堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会 健康福祉総務課 一部非公開（5号） 

37 堺市健康福祉局保健福祉施設等施設整備審査会 健康福祉総務課 非公開（2,5号） 

38 堺市社会福祉審議会 地域共生推進課 一部非公開（1,5号）） 

39 堺市地域包括ケアシステム審議会 地域共生推進課 公開 

40 堺市民生委員推薦会 長寿支援課 非公開（7号） 

41 堺市地域介護サービス運営協議会 長寿支援課 公開 

42 堺市老人ホーム入所判定委員会 長寿支援課 非公開（1号） 

43 堺市介護認定審査会 介護保険課 非公開（1,5号） 

44 堺市地域密着型サービス等事業者選定等審査会 介護事業者課 非公開（2,5号） 

45 堺市国民健康保険運営協議会 国民健康保険課 公開 

46 堺市障害者施策推進協議会 障害施策推進課 公開 

47 堺市障害支援区分認定審査会 障害福祉サービス課 非公開（1号） 

48 堺市地方独立行政法人堺市立病院機構評価委員会 健康医療政策課 公開 

49 堺市健康施策推進協議会 健康推進課 公開 

50 堺市がん対策推進委員会 健康推進課 公開 

51 堺市精神保健福祉審議会 精神保健課 公開 

52 堺市精神医療審査会 こころの健康センター 非公開（1号） 

53 堺市衛生研究所運営協議会 衛生研究所 公開 

54 堺市感染症発生動向調査委員会 衛生研究所 公開 

55 堺市公害健康被害認定審査会 保健医療課 非公開（1号） 

56 堺市保健所運営協議会 保健医療課 公開 

57 堺市公害診療報酬審査委員会 保健医療課 非公開（1号） 

58 堺市小児慢性特定疾病審査会 保健医療課 非公開（1号） 

59 堺市指定難病審査会 保健医療課 非公開（1号） 

60 堺市予防接種健康被害調査委員会 感染症対策課 非公開（1号） 
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№ 名  称 所管課 
公開・非公開の 
別と非公開理由 

61 堺市感染症診査協議会 感染症対策課 非公開（1号） 

62 堺市予防接種協議会 感染症対策課 公開 

63 堺市子ども青少年局指定管理者候補者選定委員会 子ども企画課 一部非公開（5号） 

64 堺市子ども青少年局児童福祉施設等施設整備審査会 子ども企画課 非公開（5号） 

65 堺市子ども・子育て会議 子ども企画課 公開 

66 堺市いじめ問題再調査委員会 子ども家庭課 一部非公開（1号） 

67 堺市産業振興局指定管理者候補者選定委員会 産業企画課 一部非公開（5号） 

68 堺市中小企業者等支援事業審査会 産業企画課 非公開（2,5号） 

69 堺市特定商業施設適正活動審議会 地域産業課 公開 

70 堺市大規模小売店舗立地審議会 地域産業課 公開 

71 堺市建築都市局指定管理者候補者選定委員会 建築都市総務課 一部非公開（5号） 

72 堺市都市計画審議会 都市計画課 公開 

73 堺市土地利用審査会 都市計画課 公開 

74 堺市景観審議会 都市景観室 公開 

75 堺市景観審査委員会 都市景観室 一部非公開（5号） 

76 堺市景観賞選考委員会 都市景観室 非公開（5号） 

77 堺市駅前公共施設用地活用事業者選定委員会 都市整備部 非公開（5号） 

78 堺市住宅まちづくり審議会 住宅まちづくり課 公開 

79 堺市建築審査会 建築安全課 公開 

80 堺市開発審査会 建築安全課 公開 

81 堺市中高層建築物等紛争調停委員会 建築安全課 非公開（1,2号） 

82 堺市建設局指定管理者候補者選定委員会 建設総務課 一部非公開（2号） 

83 堺市公共事業評価監視委員会 土木監理課 公開 

84 堺市交通安全対策会議 自転車企画推進課 公開 

85 堺市大和川自転車賑わい拠点整備事業者選定委員会 自転車環境整備課 非公開（5号） 

86 堺市自転車等放置防止対策審議会 自転車対策事務所 非公開（5号） 

87 堺市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会 公園監理課 非公開（5号） 

88 堺市緑の政策審議会 公園緑地整備課 公開 

89 堺市美原区役所指定管理者候補者選定委員会 美原区役所企画総務課 一部非公開（5号） 

90 堺市教育委員会指定管理者候補者選定委員会 教育委員会事務局総務課 一部非公開（2号） 

91 堺市学校職員健康審査会 教職員企画課 一部非公開（1号） 
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№ 名  称 所管課 
公開・非公開の 
別と非公開理由 

92 堺市教職員懲戒等審査会 教職員人事課 非公開（1,6号） 

93 堺市指導改善専門家等会議 教職員人事課 非公開（1,6号） 

94 堺市学校結核対策委員会 学校保健体育課 一部非公開（1号） 

95 
堺市プロポーザル方式による英語教育に関する人

材派遣業務事業者選定委員会 
教育課程課 非公開（2,5号） 

96 堺市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会 教育課程課 非公開（5号） 

97 堺市就学支援委員会 支援教育課 非公開（1号） 

98 堺市いじめ防止等対策推進委員会 生徒指導課 公開 

99 堺市立学校園性暴力防止対策等推進委員会 生徒指導課 一部非公開（1号） 

100 堺市立図書館協議会 中央図書館総務課 公開 

101 堺市上下水道局プロポーザル方式による委託業務事業者選定委員会  事業サポート課 非公開（2,5号） 

 

* 所管課名は、令和４年度組織編成による。 

* 非公開理由は次のとおり 

  1号…個人情報、2号…法人等情報、5号…審議・検討・協議情報、6号…事務事業執行情報、7号…法令秘情報 
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