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朝霞市学校運営協議会規則  

 （趣旨）  

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号。以下「法」という。）第４７条の６に規定する学校運営協

議会（以下「協議会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 （目的）  

第２条 協議会は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する

機関として、朝霞市教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び校長の

権限と責任の下、地域住民、児童又は生徒（以下「児童等」という。）の保

護者その他の関係者（以下「地域住民等」という。）の学校の運営への参画

並びに地域住民等による学校の運営への支援及び協力の促進を図ることによ

り、学校と地域住民等が信頼関係を深め、一体となって学校の運営の改善及

び児童等の健全育成に取り組むことを目的とする。  

 （意見聴収等）  

第３条 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該協議会がその運営

及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校（以下「対象学校」とい

う。）の校長及び地域住民等の意見を聴くものとする。  

２ 教育委員会は、協議会の設置を決定したときは、対象学校を明示し、当該

対象学校に対してその旨を通知するものとする。  

 （学校の運営に関する基本的な方針の承認）  

第４条 法第４７条の６第４項に規定する教育委員会規則で定める事項は、次

に掲げる事項とする。  

 （1）  学校経営計画に関すること。  

 （2）  組織編成に関すること。  

 （3）  学校予算の編成及び執行に関すること。  

 （4）  施設管理に関すること。  

 （5）  施設設備に関すること。  

２ 対象学校の校長は、法第４７条の６第４項の規定に基づき承認を得た基本

的な方針に従って、学校の運営を行うものとする。  

 （職員の採用等に関する意見の申出）  

第５条 法第４７条の６第７項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の

職員の採用、転任等に関するものとする。ただし、個人及び個別の事案につ

いては除くものとする。  

 （学校の運営に関する評価）  

第６条 協議会は、毎年度１回以上、対象学校の運営について評価を行うもの
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とする。  

 （組織）  

第７条 協議会は、委員１０人以内で組織する。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。  

 （1）  対象学校が所在する地域の住民  

 （2）  対象学校に在籍する児童等の保護者  

 （3）  対象学校の運営に資する活動を行う者  

 （4）  学識経験を有する者  

 （5）   対象学校の校長  

 （6）  前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者  

 （任期）  

第８条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

 （会長及び副会長）  

第９条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定め

る。  

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

 （会議）  

第１０条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。  

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。  

４ 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め

て意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。  

 （守秘義務等）  

第１１条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も同様とする。  

２ 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。  

 （1）  委員たるにふさわしくない非行を行うこと。  

 （2）  委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。  

 （3）  前２号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を

きたす言動をとること。  

 （研修等）  

第１２条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等につ
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いて、正しい知識及び理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。  

 （協議会の適正な運営を確保するために必要な措置）  

第１３条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要

に応じて指導及び助言を行うものとする。  

２ 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことが

できるよう必要な情報提供に努めなければならない。  

 （委員の解任）  

第１４条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任

することができる。  

 （1）  委員本人から退任の申出があったとき。  

 （2）  第１１条の規定に違反したとき。  

 （3）  前２号に掲げるもののほか、解任に相当する事由があると認められると

き。  

２ 教育委員会は、委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。  

 （委任）  

第１５条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

教育長が定める。  

   附 則  

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。
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市政の情報提供及び審議会等の会議の公開に関する指針 

 

（趣旨） 

第１条 この指針は、朝霞市情報公開条例（平成１３年朝霞市条例第２５号。以下「公開条

例」という。）第２３条の規定に基づき、市と市民の情報の共有化を推進すること及び市

民に対し審議会等の会議を公開することにより、市政への市民参加を促進し、市政の透明

性、公正性を確保することを目的として、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この指針で用いる用語は、条例で使用する用語の例による。 

２ この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 情報提供とは、市の保有する情報を任意に市民に明らかにすることをいう。 

（２） 審議会等とは、法令、条例又は要綱等の定めるところにより、市の事務又は事業 

について市民の意見、専門的知見等の反映及び公正性の確保を図るため、市民、学

識経験者等を構成員として市長その他の執行機関（以下「実施機関」という。）に

設置された審議、審査、調査等を行う審議会、審査会等の会議とする。 

（情報提供の対象） 

第３条 実施機関は、個人情報など公開条例に規定する非公開情報を除き、次の各号に定め

る情報を情報提供の対象とすることができる。 

（１） 市の組織、事務の所掌、行事、事務事業（計画段階のものを含む。）の内容及び

制度に関する情報 

（２） 市議会の本会議及び各常任委員会に提出した資料 

（３） 市の財政に関する情報 

（４） 統計処理された情報 

（５） 報道機関へ提供した情報 

（６） 公開請求を受けた場合に全部公開となることが容易に判断できる情報 

（７） その他各課長等が提供できると判断した情報 

（情報提供の方法） 

第４条 情報提供は、次に掲げる方法のうち、効果的なものを選択し、又は併用して行うも

のとする。 

（１） 広報紙等への掲載 

（２） 朝霞市公式ホームページへの登載 

（３） 市政情報コーナー又は各課等における閲覧又は写しの交付 

（４） パンフレット、リーフレット等、印刷物による配布 

（５） その他実施機関が適当と認める方法 

２ 情報提供は、分かりやすい表現及び簡便な方法で行うよう努めるとともに、適切かつ丁

寧な説明を行うものとする。 

（情報提供の費用負担） 

第５条 情報提供において公文書等の写しの交付を希望する者の費用負担は、朝霞市長が行

う情報の公開等に関する規則（平成１４年朝霞市規則８号）第１１条の規定を準用する。 

（会議公開の原則） 
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第６条 審議会等の会議は、原則公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、当該会議の一部又は全部を非公開とすることができる。 

 （１） 審査請求、苦情、あっせん及び調停に係る会議。ただし、審議会等は、次に掲げ

る場合においては、会議に諮り、口頭審理等（審議会等が審査請求人、苦情の申立人

又はあっせん若しくは調停の当事者から意見等を聴取する審理等をいう。）を公開す

ることができる。 

ア 審査請求又は苦情に係る口頭審理等について当該審査請求人等から公開の申立て

があるとき。 

イ あっせん又は調停に係る口頭審理等について当該当事者の双方から公開の申立て

があるとき。 

（２） 公開条例第７条各号のいずれかに該当する非公開情報が含まれる事項について審

議、審査、調査を行う会議を開催するとき。 

（３） 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な議事運営に支障が生ずる

と認められるとき。 

２ 審議会等の会議の公開・非公開の決定は、審議会等の会長が当該会議に諮って行うもの

とする。 

３ 審議会等は、会議を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにしなけれ

ばならない。 

（会議公開の方法） 

第７条 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めること

により行う。 

２ 審議会等を公開で行う会議においては、傍聴を認める定員をあらかじめ定め、会場に一

定の傍聴席を設けるものとする。 

３ 審議会等の会長は、傍聴席に余裕がないとき又は会議の円滑な運営上その必要があると

認められるときは、その事由を明示して傍聴者の人数を制限することができる。 

４ 傍聴を希望する者が前項の定員を超えるときは、先着順により傍聴者を決するものとす

る。ただし、審議会等の会長が必要と認めるときは、抽選によることができる。 

５ 審議会等の会長は、会議を公正・円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものと

する。 

６ 審議会等の会長は、報道機関の取材活動について十分配慮するものとする。 

（会議の傍聴） 

第８条 何人も、第６条ただし書の規定により、審議会等の会議が非公開とされたときを除

き、審議会等の定めるところにより、審議会等の会議を傍聴することができる。 

２ 審議会等の会議を傍聴する者（以下「傍聴者」という。）は、審議会等の許可なく、会

議の模様を撮影し、又は録音してはならない。 

（傍聴者への会議資料の提供） 

第９条 審議会等の会議が公開されるときは、実施機関の定めるところにより、傍聴者に会

議資料（公開条例第７条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除く。）

を提供しなければならない。 

２ 前項に規定する会議資料の提供は、審議会等の構成員と同様に傍聴者に配布することに
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より行うものとする。ただし、会議資料のうち、図面、地図、写真、報告書等については、

当該会議が終了するまでの間、会議場に備え置き、傍聴者の閲覧に供することにより行う

ことができる。 

 

（会議開催の事前公表） 

第１０条 実施機関は、審議会等の会議を開催するに当たり、当該会議の開催日程等につい

て当該会議開催の７日前までに公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要

が生じたときは、この限りではない。 

２ 実施機関は、第４条の規定により、次の各号に掲げる事項を情報提供するものとする。 

（１） 会議の名称 

（２） 開催日時 

（３） 開催場所 

（４） 議題 

（５） 会議の公開・非公開の別（非公開の時はその理由） 

（６） 傍聴者の定員 

（７） 傍聴手続 

（８） 問合せ先（担当課） 

３ 審議会等の庶務を処理する課等（以下「事務局」という。）は、当該会議を開催する日

の１４日前までに、会議開催通知を市政情報課に提出しなければならない。 

（会議結果通知及び会議録の作成） 

第１１条 実施機関は、審議会等の会議及び市職員で構成されている組織の会議（定例的な

行事の確認及び報告等のための会議、事務打合せ等を除く。）の会議結果通知又は会議録

を作成しなければならない。また、あらかじめ会議録等の作成方針を定めておくものとす

る。 

２ 事務局は、審議会等の会議終了後、会議結果通知及び会議資料を１０日以内に市政情報

課に提出しなければならない。 

（１） 会議録は、審議会等の会議終了後、速やかに作成し、６０日以内に公表するもの

とする。ただし、会議結果通知を作成した場合は、電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

以下同じ。）の保管をもって当該会議録の作成に代えることができるものとする。 

（２） 会議録の内容については、審議会等が指定した者の確認を得るものとする。 

（会議録の記載事項） 

第１２条 会議録は、会議録（様式第３号）を用いて作成するものとする。ただし、実施機

関は、必要があると認めるときは、会議の種類に応じて体裁を適時変更することができる。 

２ 会議録には、原則として次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 

（１） 会議の名称 

（２） 開催日時 

（３） 開催場所 

（４） 出席者及び欠席者の職・氏名 

（５） 議題 
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（６） 会議資料 

（７） 会議録の作成方針 

（８） 傍聴者の数（会議を公開した場合に限る。） 

（９） 発言の内容 

（１０） その他審議会等が必要と認める事項 

３ 会議録には、発言者名を記載するものとする。 

 

（会議等の結果の公表） 

第１３条 実施機関は、会議資料、会議結果通知及び会議録を市政情報コーナーで閲覧でき

るようにするとともに、市のホームページに登載し、公表しなければならない。 

２ 実施機関は、公開された会議の内容を録音した場合には、会議の会議録が確定するまで

の間、提供により当該録音データを視聴に供することができる。 

（会議録の調製） 

第１４条 市政情報課は、別表の審議会等の会議について、会議録の調製を行うものとする。 

２ 別表の事務局は、会議の開催日が決定した後速やかに、会議予定通知書を市政情報課に

提出するものとする。 

３ 事務局は、会議の開催後、速やかに会議の内容がわかる録音データに会議録調製依頼書、

会議次第、会議資料等を添えて市政情報課に提出するものとする。 

４ 市政情報課は、会議録調製依頼書の提出があったときは、会議録調製受付簿に受付年月

日、担当課その他の必要な事項を記入するものとする。 

５ 市政情報課は、会議録の調製後、速やかに会議録の調製を依頼した事務局に対し、当該

会議録のデータを送信するとともに、会議録調製報告書に紙媒体の当該会議録を添えて引

き渡すものとする。 

（審議会等の公開） 

第１５条 市長は、審議会等の名称、設置根拠等に関する資料を作成し、市民が閲覧できる

ようにしなければならない。 

２ 市長は、毎年１回、各審議会等の公開状況を取りまとめ、次に掲げる事項を公表しなけ

ればならない。 

（１） 会議の開催数 

（２） 公開した会議の開催数 

（３） 非公開とした会議の開催数 

（４） 傍聴者の数 

３ この指針による審議会等の会議の公開制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、朝霞

市情報公開・個人情報保護審議会に前項の公開状況を報告しなければならない。 

４ 朝霞市情報公開・個人情報保護審議会は、審議会等の会議の公開制度の運営に関する重

要な事項について、実施機関の諮問に応じ、調査審議することができる。 

（他の制度との調整） 

第１６条 この指針のほかに別の規定がある場合は、その定めによることとする。また、情

報提供に当たっては、個人情報など公開条例に規定する非公開情報に配慮しなければなら

ない。 
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（情報提供施策の推進） 

第１７条 資料や印刷物の作成に当たり、今後の行政情報の電子化及び電子的情報での提供

化等の進展状況を勘案し、電磁的記録での保有に努めるようにしなければならない。 

（その他） 

第１８条 この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。 

附 則（平成 31 年 4 月 1 日） 

この指針は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 
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朝霞市立朝霞第四小学校学校運営協議会傍聴要領  

 

（趣旨）  

第１条  この要領は、朝霞市立朝霞第四小学校学校運営協議会の傍聴に関し

必要な事項を定めるものとする。  

（傍聴の手続等）  

第２条  傍聴人の定員は１０人とする。ただし、会議場の規模により、これ

を増減することができる。  

２  会議を傍聴しようとする者は、会議の開催３０分前から開催予定時刻ま

でに、先着順に受付において申し込み、会長の許可を得た上で、会場に入

場するものとする。  

（傍聴することができない者）  

第３条  次に掲げる者は、傍聴することができない。  

(１) 酒気を帯びていると認められる者  

(２) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者  

(３ ) 前２号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすお

それがあると認められる者  

（傍聴人の守るべき事項） 

第４条  傍聴人は、会場においては次に掲げる事項をしてはならない。  

(１)はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用すること。  

(２)ビラ、プラカード、旗等を持ち込み、公然と意見を表明すること。  

(３)飲食又は喫煙をすること。  

(４)携帯電話等の受信音を出すこと。  

(５ )写真撮影、録画、録音等を行うこと。ただし、会長の許可を得た場合

は、この限りでない。  

(６ )会議における言論に対して発言、拍手その他の方法により公然と意見

を表明すること。  

(７ )前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の支障とな

るような行為をすること。  

（傍聴人の退場）  

第５条  傍聴人は、会議を非公開とする議決があったときは、退場しなけれ

ばならない。  

（違反に対する措置）  

第６条  傍聴人がこの要領に違反するときは、会長はこれを制止し、その命

令に従わないときは、これを退場させることができる。  

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。  


