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審議会等別， 公開， 非公開決定状況

　　＊非公開理由イの凡例
　　　　１　法令秘情報 ５　規制等関係情報
　　　　２　個人情報 ６　意思形成過程情報
　　　　３　事業情報 ７　事務事業支障情報
　　　　４　犯罪予防等関係情報

　１　法令に基づき設置されているもの（法令必置）【４０】
　２　設置が法令で条例に委任されたことを受けて，条例に基づき設置されているもの（法令任意）【２１】
　３　条例に基づき設置されているもの（条例）【８５】
　４　要綱等に基づき設置されているもの（要綱等）【１７】

（平成２８年３月３１日現在）

審　　議　　会　　等　　の　　名　　称 部局 所　　管　　課 区分 公開・非公開の別 非公開理由 備考

宮城県私立学校審議会 総務部 私学文書課 法令必置 一部公開 イ－２，３

宮城県公益認定等委員会 総務部 私学文書課 法令必置 非公開 イ－２，３，７，ロ

公立大学法人宮城大学評価委員会 総務部 私学文書課 法令必置 公開

宮城県固定資産評価審議会 総務部 市町村課 法令必置 非公開 イ－１，２，３

宮城県防災会議 総務部 危機対策課 法令必置 公開

宮城県国民保護協議会 総務部 危機対策課 法令必置 公開

宮城県石油コンビナート等防災本部 総務部 消防課 法令必置 公開

宮城県総合教育会議 震災復興・企画部 震災復興政策課 法令必置 公開

宮城県国土利用計画審議会 震災復興・企画部 地域復興支援課 法令必置 公開

宮城県土地利用審査会 震災復興・企画部 地域復興支援課 法令必置 一部公開 イ－２，３

宮城県交通安全対策会議 震災復興・企画部 総合交通対策課 法令必置 公開

宮城県環境審議会 環境生活部 環境政策課 法令必置 公開

宮城県自然環境保全審議会 環境生活部 自然保護課 法令必置 一部公開 イ－２，３

伊豆沼・内沼自然再生協議会 環境生活部 自然保護課 法令必置 一部公開 イ－２，５

蒲生干潟自然再生協議会 環境生活部 自然保護課 法令必置 一部公開 イ－２，５

宮城県生活衛生適正化審議会 環境生活部 食と暮らしの安全推進課 法令必置 公開

宮城県社会福祉審議会 保健福祉部 保健福祉総務課 法令必置 公開

宮城県医療審議会 保健福祉部 医療整備課 法令必置 一部公開 イ－３

宮城県准看護師試験委員会 保健福祉部 医療整備課 法令必置 非公開 イ－２，７

地方独立行政法人宮城県立こども病院評価委員会 保健福祉部 医療整備課 法令必置 公開

地方独立行政法人宮城県立病院機構評価委員会 保健福祉部 医療整備課 法令必置 公開

宮城県介護保険審査会 保健福祉部 長寿社会政策課 法令必置 非公開 イ－２

宮城県感染症診査協議会 保健福祉部 疾病・感染症対策室 法令必置 非公開 イ－２

宮城県幼保連携型認定こども園審議会 保健福祉部 子育て支援課 法令必置 非公開 イー２，３

宮城県障害者施策推進協議会 保健福祉部 障害福祉課 法令必置 公開

宮城県精神医療審査会 保健福祉部 障害福祉課 法令必置 非公開 イ－２

宮城県麻薬中毒審査会 保健福祉部 薬務課 法令必置 非公開 イ－２

宮城県国民健康保険審査会 保健福祉部 国保医療課 法令必置 非公開 イ－２

宮城県後期高齢者医療審査会 保健福祉部 国保医療課 法令必置 非公開 イ－２

宮城県農業共済保険審査会 農林水産部 農林水産経営支援課 法令必置 公開

宮城県森林審議会 農林水産部 林業振興課 法令必置 公開

宮城県建設工事紛争審査会 土木部 事業管理課 法令必置 非公開 イ－１

宮城県事業認定審議会 土木部 用地課 法令必置 公開

宮城県地方港湾審議会 土木部 港湾課 法令必置 公開

宮城県都市計画審議会 土木部 都市計画課 法令必置 公開

宮城県建築審査会 土木部 建築宅地課 法令必置 公開

・非公開理由イの数字は，情報公開条例第８条第１項の号数に該当する。ロは，当該会議を公開することにより，公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずる
と認められる場合（情報公開条例第１９条第２号）である。
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審　　議　　会　　等　　の　　名　　称 部局 所　　管　　課 区分 公開・非公開の別 非公開理由 備考

宮城県建築士審査会 土木部 建築宅地課 法令必置 非公開 イ－６

宮城県開発審査会 土木部 建築宅地課 法令必置 一部公開 イ－２，３，６

宮城県教科用図書選定審議会 教育庁 義務教育課 法令必置 一部公開 イ－７

宮城県自治紛争処理委員 総務部 市町村課 法令任意 一部公開 イ－２，３，６，７

宮城県公害審査会 環境生活部 環境対策課 法令任意 非公開 イ－１

宮城県青少年問題協議会 環境生活部 共同参画社会推進課 法令任意 公開

宮城県食育推進会議 保健福祉部 健康推進課 法令任意 公開

宮城県精神保健福祉審議会 保健福祉部 障害福祉課 法令任意 公開

宮城県障害者介護給付費等不服審査会 保健福祉部 障害福祉課 法令任意 非公開 イ－２

宮城県障害児通所給付費等不服審査会 保健福祉部 障害福祉課 法令任意 非公開 イ－２

宮城県薬事審議会 保健福祉部 薬務課 法令任意 一部公開 イ－２，３

宮城県中小企業調停審議会 経済商工観光部 商工金融課 法令任意 非公開 イ－３，６，７

宮城県職業能力開発審議会 経済商工観光部 産業人材対策課 法令任意 公開

農村地域工業等導入促進審議会 経済商工観光部 産業立地推進課 法令任意 公開

宮城県卸売市場審議会 農林水産部 食産業振興課 法令任意 公開

宮城県水防協議会 土木部 河川課 法令任意 公開

宮城県産業教育審議会 教育庁 高校教育課 法令任意 公開

宮城県スポーツ推進審議会 教育庁 スポーツ健康課 法令任意 公開

宮城県生涯学習審議会 教育庁 生涯学習課 法令任意 公開

宮城県社会教育委員の会議 教育庁 生涯学習課 法令任意 公開

宮城県図書館協議会 教育庁 生涯学習課 法令任意 公開

宮城県美術館協議会 教育庁 生涯学習課 法令任意 公開

東北歴史博物館協議会 教育庁 文化財保護課 法令任意 公開

宮城県文化財保護審議会 教育庁 文化財保護課 法令任意 一部公開 イー２

宮城県特別職報酬等審議会 総務部 人事課 条例 公開

宮城県総務部指定管理者選定委員会 総務部 人事課 条例 非公開 イー３

宮城県公社等外郭団体経営評価委員会 総務部 行政経営推進課 条例 一部公開 イ－２，３，６

宮城県行政経営推進委員会 総務部 行政経営推進課 条例 公開

宮城県民間資金等活用事業検討委員会 総務部 行政経営推進課 条例 一部公開 イ－３，６，７

宮城県公務災害補償等認定委員会 総務部 職員厚生課 条例 非公開 イ－２

宮城県公務災害補償等審査会 総務部 職員厚生課 条例 非公開 イ－２

宮城県いじめ調査結果検証等委員会 総務部 私学文書課 条例 非公開 イ－２

宮城県情報公開審査会 総務部 県政情報公開室 条例 一部公開 イ－１

宮城県個人情報保護審査会 総務部 県政情報公開室 条例 一部公開 イ－１，２

宮城県総合計画審議会 震災復興・企画部 震災復興政策課 条例 公開

宮城県行政評価委員会 震災復興・企画部 震災復興政策課 条例 公開

宮城県環境生活部指定管理者選定委員会 環境生活部 環境生活総務課 条例

宮城県グリーン購入促進委員会 環境生活部 環境政策課 条例 公開

宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会 環境生活部 再生可能エネルギー室 条例 公開

宮城県環境影響評価技術審査会 環境生活部 環境対策課 条例 公開

宮城県保健環境センター評価委員会 環境生活部 環境対策課 条例 公開

宮城県特定鳥獣保護管理計画検討・評価委員会 環境生活部 自然保護課 条例 公開

みやぎ食の安全安心推進会議 環境生活部 食と暮らしの安全推進課 条例 公開
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審　　議　　会　　等　　の　　名　　称 部局 所　　管　　課 区分 公開・非公開の別 非公開理由 備考

製菓衛生師試験委員 環境生活部 食と暮らしの安全推進課 条例 非公開 イ－２，７

クリーニング師試験委員 環境生活部 食と暮らしの安全推進課 条例 非公開 イ－２，７

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場生活環境影響調査評価委員会 環境生活部 竹の内産廃処分場対策室 条例 公開

宮城県消費生活審議会 環境生活部 消費生活・文化課 条例 公開

宮城県消費者被害救済委員会 環境生活部 消費生活・文化課 条例 一部公開 イ－２，３

宮城県文化芸術振興審議会 環境生活部 消費生活・文化課 条例 公開

宮城県芸術選奨選考委員会 環境生活部 消費生活・文化課 条例 非公開 イ－２，３

宮城県民会館指定管理者選定委員会 環境生活部 消費生活・文化課 条例 非公開 イ－３

安全・安心まちづくり委員会 環境生活部 共同参画社会推進課 条例 公開

宮城県男女共同参画審議会 環境生活部 共同参画社会推進課 条例 公開

宮城県民間非営利活動促進委員会 環境生活部 共同参画社会推進課 条例 公開

宮城県民間非営利活動拠点施設指定管理者選定委員会 環境生活部 共同参画社会推進課 条例 非公開 イー３

宮城県保健福祉部指定管理者選定委員会 保健福祉部 保健福祉総務課 条例 非公開 イー３

宮城県災害弔慰金等支給審査会 保健福祉部 震災援護室 条例 非公開 イ－２，ロ

宮城県福祉サービス第三者評価事業推進委員会 保健福祉部 社会福祉課 条例 一部公開 イ－２，３

宮城県衛生検査所精度管理専門委員会 保健福祉部 医療整備課 条例 非公開 イ－３，７

宮城県救急医療協議会 保健福祉部 医療整備課 条例 公開

宮城県地域医療推進委員会 保健福祉部 医療整備課 条例 公開

宮城県周産期医療協議会 保健福祉部 医療整備課 条例 公開

宮城県小児医療協議会 保健福祉部 医療整備課 条例 公開

地域医療介護総合確保推進委員会 保健福祉部 医療整備課 条例 公開

みやぎ高齢者元気プラン推進委員会 保健福祉部 長寿社会政策課 条例 公開

宮城県高齢者権利擁護推進委員会 保健福祉部 長寿社会政策課 条例 公開

宮城県福祉有償運送運営協議会 保健福祉部 長寿社会政策課 条例 公開

宮城県介護予防に関する事業評価・市町村支援委員会 保健福祉部 長寿社会政策課 条例 公開

宮城県生活習慣病検診管理指導協議会 保健福祉部 健康推進課 条例 公開

宮城県歯科保健推進協議会 保健福祉部 健康推進課 条例 公開

みやぎ２１健康プラン推進協議会 保健福祉部 健康推進課 条例 公開

宮城県指定難病等及び遷延性意識障害対策協議会 保健福祉部 疾病・感染症対策室 条例 一部公開 イ－２，６，７

宮城県感染症対策委員会 保健福祉部 疾病・感染症対策室 条例 公開

宮城県肝炎対策協議会 保健福祉部 疾病・感染症対策室 条例 公開

宮城県がん対策推進協議会 保健福祉部 疾病・感染症対策室 条例 公開

宮城県慢性疾病児童等地域支援協議会 保健福祉部 疾病・感染症対策室 条例 公開

宮城県子ども・子育て会議 保健福祉部 子育て支援課 条例 公開

宮城県次世代育成支援対策地域協議会 保健福祉部 子育て支援課 条例 公開

宮城県リハビリテーション協議会 保健福祉部 障害福祉課 条例 公開

宮城県献血推進協議会 保健福祉部 薬務課 条例 公開

宮城県指定薬物審査会 保健福祉部 薬務課 条例 非公開 イー１

宮城県経済商工観光部指定管理者選定委員会 経済商工観光部 経済商工観光総務課 条例 非公開 イー３

宮城県産業振興審議会 経済商工観光部 富県宮城推進室 条例 公開

宮城県試験研究機関評価委員会 経済商工観光部 新産業振興課 条例 一部公開 イ－２，３，６，７

宮城県大規模小売店舗立地専門委員会 経済商工観光部 商工金融課 条例 公開

宮城県特定大規模集客施設立地誘導審議会 経済商工観光部 商工金融課 条例 公開
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審　　議　　会　　等　　の　　名　　称 部局 所　　管　　課 区分 公開・非公開の別 非公開理由 備考

宮城県多文化共生社会推進審議会 経済商工観光部 国際経済・交流課 条例 公開

宮城県農林水産部指定管理者選定委員会 農林水産部 農林水産総務課 条例 非公開 イー３

宮城県主要農作物品種審査会 農林水産部 農産園芸環境課 条例 公開

みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度運営委員会 農林水産部 農産園芸環境課 条例 非公開 イ－２

宮城県農村振興施策検討委員会 農林水産部 農村振興課 条例 公開

宮城県土木部指定管理者選定委員会 土木部 土木総務課 条例 非公開 イー３

宮城県三陸水系河川整備計画審議会 土木部 河川課 条例 公開

宮城県屋外広告物審議会 土木部 都市計画課 条例 公開

宮城県景観審議会 土木部 都市計画課 条例 公開

宮城県流域下水道指定管理者選定委員会 土木部 下水道課 条例 非公開 イー３

宮城県公共工事等入札・契約適正化委員会 出納局 契約課 条例 一部公開 イ－２，３，６，７

宮城県教育委員会指定管理者選定委員会 教育庁 総務課 条例 非公開 イー３

宮城県教育振興審議会 教育庁 教育企画室 条例 公開

県立高等学校将来構想審議会 教育庁 教育企画室 条例 公開

宮城県指導力不足等教員審査委員会 教育庁 教職員課 条例 非公開 イ－２

障害児就学指導審議会 教育庁 特別支援教育室 条例 一部公開 イ－２

宮城県特別支援教育将来構想審議会 教育庁 特別支援教育室 条例 公開

高等学校入学者選抜審議会 教育庁 高校教育課 条例 公開

宮城県いじめ防止対策調査委員会 教育庁 高校教育課 条例 一部公開 イ－２，６

宮城県総合運動場指定管理者選定委員会 教育庁 スポーツ健康課 条例 非公開 イ－３

宮城県多賀城跡調査研究委員会 教育庁 文化財保護課 条例 公開

宮城県犯罪被害者支援審議会 警察本部 警務課 条例 非公開 イ－２

宮城県津波対策連絡協議会 総務部 危機対策課 要綱等 公開

蔵王山火山防災協議会 総務部 危機対策課 要綱等 公開

栗駒山火山防災協議会 総務部 危機対策課 要綱等 公開

女川原子力発電所２号機の安全性に関する検討会 環境生活部 原子力安全対策課 要綱等 公開

女川原子力発電所環境保全監視協議会 環境生活部 原子力安全対策課 要綱等 公開

女川原子力発電所環境調査測定技術会 環境生活部 原子力安全対策課 要綱等 公開

環境放射能監視検討会 環境生活部 原子力安全対策課 要綱等 公開

宮城県地域医療構想策定懇話会 保健福祉部 医療整備課 要綱等 公開

仙南地区地域医療構想策定調整会議 保健福祉部 医療整備課 要綱等 公開

仙台地区地域医療構想策定調整会議 保健福祉部 医療整備課 要綱等 公開

大崎・栗原地区地域医療構想策定調整会議 保健福祉部 医療整備課 要綱等 公開

石巻・登米・気仙沼地区地域医療構想策定調整会議 保健福祉部 医療整備課 要綱等 公開

宮城県遺伝子組換え作物の栽培に関する評価委員会 農林水産部 農産園芸環境課 要綱等 公開

宮城県松くい虫防除対策協議会 農林水産部 森林整備課 要綱等 公開

仙台港沿岸漁業調査委員会 土木部 港湾課 要綱等 公開

松島自然の家再建に係る懇話会 教育庁 生涯学習課 要綱等 公開

宮城県美術館リニューアル基本構想策定に係る懇話会 教育庁 生涯学習課 要綱等 公開
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