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テーマ８ 庁内会議の記録の作成・保存 
 

 

１ 制度等の概要                                    

  審議会等に該当しない内部職員のみの会議（いわゆる「庁内会議」をいう。）にお

いても、会議録の作成及び保存に努め、特に、公開を前提とする会議についてはその

徹底を図ることを、平成 24年４月２日の部長会議において申し合わせた（単なる伝

達、報告のための会議を除く。）。 ≪庁内会議の例≫ 災害対策本部、危機対策本部 

（記録の形態）① 会議録  …全ての発言内容の要旨を、発言者別、時系列に記載 

② 会議録要旨…主な発言内容の要旨を、項目毎にまとめて記載 

③ 会議概要 …会議の決定事項のみ記載（発言内容の記載は不要） 

 

２ 現状                                    

  平成 29 年 10月に庁内会議の記録状況に関する現況調査をした結果、部長申合せ

（平成 24 年４月）に基づき、会議の記録を作成している庁内会議が 267 件確認さ

れた。 

※ 記録形態の内訳：①会議録 16件 ②会議録要旨 140件 ③会議概要 52件 

          ②会議録要旨又は③会議概要 59件（病院事業局分より） 

 

３ 検証、見直しの視点                                        

 ⑴ 一定の会議について、記録の作成・保存を義務付ける必要性はないか（基準の 

  妥当性） 

 ⑵ 会議の性質に応じてどのような記録形態を選択することが妥当か（記録形態の基準） 

⑶ 会議の性質に応じて適切な記録形態が選択されているか（記録形態の運用の検証） 

 

４ 見直しの方向性及び検証結果等                                        

≪考え方≫ 

庁内会議の記録の作成義務の基本的考え方については、テーマ２「文書管理」の

「文書の作成義務等の明確化」、「保存年限の見直し」及び「廃棄する場合の判断」

に沿って検討する。 

   このテーマでは、「文書の作成義務等の明確化」のうち庁内会議の記録の作成義

務に絞って検討する。 

 

⑴ 庁内会議の記録の作成義務(基準の妥当性) 

≪考え方≫ 

  ・ 本県では、記録の作成等について作成義務は設けていないが、政府や近隣他県

の規定を踏まえながら、作成義務を規定することが適当である。 

≪検証結果≫ 

 

 

 

 

 

〔改善案〕 

・ 文書管理規程において、政府及び近隣他県の規定を踏まえつつ、庁内会議の記

録の作成義務に関する規定を整備する。 
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⑵ 記録形態の基準 

≪考え方≫ 

 テーマ２「文書管理」の「文書の作成義務等の明確化」の検討結果をもとに、次

に掲げる政府及び近隣他県の内部規程の策定状況を参考とし、記録形態の基準の設

定について検討する。 

○政府及び近隣他県の内部規程の策定状況 

  ・政 府：国務大臣を構成員とする会議又は省議においては、発言者及び発言内容 

を記載した議事の記録を作成。 

  ・北海道：政策決定又は了解を行う会議においては、発言者及び発言内容を記録し 

た議事録を作成。連絡又は情報・意見の交換を目的とする会議において 

は、議事要旨等を記録した議事概要を作成。 

  ・青森県：配布資料の余白又は別紙に議事要旨その他を記録。附属機関、懇話会等、 

その他重要な意思決定を行う会議等については、発言者名及び発言者ごと 

の発言内容を記録した議事録を作成。 

  ・福島県：要綱等により設置された懇談会等、訓令・要綱等の内部規程により設置

された会議等で意思決定を行うもの、その他政策決定や意思決定に関わる

事項を議題とする会議等は議事概要を作成。重要な意思決定を行う会議に 

おいては、発言者及び発言者ごとの発言内容を記載した議事録を作成。 

≪検証結果≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 記録形態の運用の検証 

≪考え方≫ 

   従来の記録形態は、平成 24年 4月 2日の部長申合せにより、各部局長等の判断

により、会議録、会議録要旨、会議概要等のいずれかにすることとしている。 

平成 29年 10月に庁内会議の記録状況に関する現況調査をしたところ、結果は

上記２のとおりであったが、統一のとれたものとなっていないことがわかった。 

今後は、記録形態の原則を定め、統一的な取扱いとするための整備を図る。 

≪検証結果≫ 

 

 

 

 

〔改善案〕 

・ 県の政策や重要な意思決定に係る事項を協議することを目的とした庁内会議に

ついては、政策等決定過程を事後的により詳しく検証することができるようにす

るため、原則として会議録を作成するものとする。 

・上記以外の庁内会議についても、テーマ２「文書管理」において、「文書の作成

義務等の明確化」を規定することを踏まえ、会議録、会議録要旨又は会議概要を

作成するものとする。 

 ※○単なる伝達、報告のための会議については、復命書や業務報告書をもって会

議録等に代えることができるものとする。 

〔改善案〕 

・ 上記（２）の改善案を踏まえ、現在の各部局で所管する庁内会議の記録の運用

の精査を行うこととする。 
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≪参考資料≫ 

庁内会議の記録の作成に関する政府及び近隣他県の制度比較について 

 

 庁内会議の定義 記録形態の基準 

山形県 

【部長会議申合せ】 

審議会等に当たらない庁内会議 

【部長会議申合せ】 

当該会議の内容等に応じて各部局長等の

判断の上、会議録、会議録要旨、会議概要

等のいずれかにより作成する。 

 

政府 

【公文書管理法】 

第四条 行政機関の職員は、第一条の目的

の達成に資するため、当該行政機関にお

ける経緯も含めた意思決定に至る過程並

びに当該行政機関の事務及び事業の実績

を合理的に跡付け、又は検証することが

できるよう、処理に係る事案が軽微なも

のである場合を除き、次に掲げる事項そ

の他の事項について、文書を作成しなけ

ればならない。 

⑴ 法令の制定又は改廃及びその経緯 

⑵ 前号に定めるもののほか、閣議、関係

行政機関の長で構成される会議又は省議

（これらに準ずるものを含む。）の決定又

は了解及びその経緯 

⑶～⑸ （省略） 

 

【政府ガイドライン】 

＜国務大臣を構成員とする会議又は省議に

おける議事の記録＞ 

開催日時、開催場所、出席者、議題、発

言者及び発言内容を記載した議事の記録を

作成するものとする。 

 

＜歴史的緊急事態に対応する会議等におけ

る記録＞ 

「歴史的緊急事態」に政府全体として対

応する会議その他の会合（第３及び第８の

留意事項において「会議等」という。）につ

いては、将来の教訓として極めて重要であ

り、（中略）、会議等の性格に応じて記録を

作成するものとする。 

北海道 

【文書管理規程施行通達】 

(5)附属機関(これに類するものを含む。)そ

の他道の重要な政策事項に係る会議の開

催 

＜対象＞ 

 (イ)本庁等の幹部職員（原則課長級以上）

を構成員とする内部の会議（要綱等設置） 

【文書管理規程施行通達】 

・左記(イ)(ウ)(エ)のうち、道の重要な政

策事項であって、社会的な影響が大きいも

の又は道全体として対応する必要があるも

のに係る会議 

 a)政策決定又は了解を行う会議 

   配布資料、決定又は了解の内容を記

録した文書、開催日時・場所、出席者、

議題、発言者及び発言内容を記録した

議事録 

 b)連絡又は情報･意見の交換を目的とす

る会議 

   配布資料、少なくとも議事要旨等を

記録した議事概要 

 

青森県 

【「文書の作成」等の手引き】 

(ア) 対象となる会議等（抜粋） 

・訓令等の内部規程により設置された会議

等 

・複数の所属にまたがって協議を行う会議

（実務担当者レベルでの打合せ等で、協議

事項が定例又は軽易なものである場合を除

く。） 

【「文書の作成」等の手引き】 

 (イ) 文書の作成方法 

 配布資料の余白又は別紙に、日時、場所、

出席者、議題、議事要旨その他を記録する。 

 なお、附属機関、懇話会等、その他重要

な意思決定を行う会議等については、発言

者名及び発言者ごとの発言内容を記録した

議事録を作成する。 
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福島県 

【文書等管理規則の運用】 

(2) 以下の会議等については、会議等の名

称、開催日時、開催場所、出席者、議題、

決定事項及び主要な意見を記録した議事

概要を作成すること。（なお書きは右欄の

とおり） 

 

 

 

 

 

ア 要綱等により設置された懇談会等 

イ 訓令・要綱等の内部規程により設置

された会議等で意思決定を行うもの

（実務担当者レベルでの打合せ等であ

って、協議事項が定例又は軽易なもの

を除く。） 

ウ その他政策決定や意思決定に関わる

事項を議題とする会議等 

 

【文書等管理規則の運用】 

(2) 以下の会議等については、会議等の名

称、開催日時、開催場所、出席者、議題、

決定事項及び主要な意見を記録した議事

概要を作成すること。 

なお、法令及び条例により設置された

附属機関及び以下の会議等のうち重要な

意思決定を行う会議等については、議事

概要のうちの主要な意見に代えて、発言

者及び発言者ごとの発言内容を記載した

議事録を作成すること。 

 ア 要綱等により設置された懇談会等 

イ 訓令・要綱等の内部規程により設置

された会議等で意思決定を行うもの

（実務担当者レベルでの打合せ等であ

って、協議事項が定例又は軽易なもの

を除く。） 

ウ その他政策決定や意思決定に関わる

事項を議題とする会議等 

 

（注記） 北海道・東北地域において庁内会議の記録に関する内部規程を策定している団体を調査 

した結果、岩手県、宮城県、秋田県、新潟県は規定がなかった。 



（別紙） （平成30年３月16日最終更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　庁内会議の記録の作成・保存に関する庁内調査結果

≪記録形態の分類≫
　①　会議録　　　…　全ての発言内容の要旨を、発言者別、時系列に記載
　②　会議録要旨　…　主な発言内容の要旨を、項目毎にまとめて記載
　③　会議概要　　…　会議の決定事項のみ記載（発言内容の記載は不要）

①会議録 16
②会議録要旨 140
②会議録要旨又は③会議概要 59
③会議概要 52
　合計 267

（注記）平成28年10月から平成29年9月までに開催された庁内会議を調査対象としている

No. 会議の名称 会議の概要
記録
形態

部局名 課名

1
法令審査会（幹事会を含
む。）

条例案の審査 ① 総務部 学事文書課

2
大規模システム統合基
盤構築に係るワーキン
ググループ会議

大規模システム統合基盤構築にあたり、庁内関係課職
員と事業内容の検討・調整を実施。

① 企画振興部 情報政策課

3
環境科学研究センター
業務推進会議

ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行いながら、「山形県
環境科学研究センター基本方針」に沿った具体的な取
組みを推進する。

①
環境エネル
ギー部

環境企画課

4
山形県消費者行政連絡
協議会

目的）消費者行政に関する関係機関各課が、有機的連
携をもって総合的かつ効果的な行政の推進を図る
主な内容）県消費者基本計画や県消費者教育推進計画
に対する取組みの進捗状況の確認等

①
環境エネル
ギー部

くらし安心課

5
やまがた受動喫煙防止
宣言実行委員会

受動喫煙防止対策の取組状況についての協議 ① 健康福祉部
健康長寿推
進課

6
やまがた健康づくり大賞
選考委員会

やまがた健康づくり大賞の選考 ① 健康福祉部
健康長寿推
進課

7
観光文化スポーツ部公
所長等会議

各団体の重点施策、意見交換 ①
観光文化ス
ポーツ部

観光立県推
進課

8
出羽百観音プロジェクト
会議

出羽百観音の活用方策について検討 ①
観光文化ス
ポーツ部

観光立県推
進課

9
山形県優秀建設現場従
事者顕彰選考会

知事顕彰候補者の選考 ① 県土整備部 建設企画課

10

山形県流域下水道事業
公営企業会計システム
基本計画策定支援業務
庁内ワーキンググルー
プ会議

公営企業会計システム開発に係る現行業務分析、要件
の検討等

① 県土整備部 下水道課

11 山形県保健所長会議 公衆衛生に関する協議・情報交換 ①
村山総合支
庁

保健企画課

12
連携支援サポートチー
ム　冬場・食を中心とし
た観光振興検討部会

冬場の観光振興に関する事業概要の検討等 ①
庄内総合支
庁

地域産業経
済課

13
県立学校事務（部）長会
議

当該年度の県教育委員会の主要事業や事務分掌、予
算の適正な執行、教育財産の適正な管理等に関する県
立学校への伝達・依頼

① 教育庁 総務課

14
平成30年度山形県公立
高等学校入学者選抜に
係る教育事務所担当者

入学者選抜に係る説明及び運営の打合せ ① 教育庁 高校教育課

15
山形県教員研修体系検
討委員会

教員研修体系の整備等に関する協議 ① 教育庁
教育セン
ター

16
山形県教員研修体系検
討委員会幹事会

教員研修体系の整備等に関する具体的検討 ① 教育庁
教育セン
ター

17
山形県行財政改革推進
本部幹事会

山形県行財政改革推進本部会議に付議すべき事案の
調査検討及び調整を行う

② 総務部 行政改革課

18 事務効率化推進委員会
業務の再構築（ＢＰＲ）等を伴う大規模なシステム開発計
画について、システム開発の方針の的確性や費用対効
果等についての妥当性を検討する

② 総務部 行政改革課

19
指定管理者制度担当者
会議

指定管理者制度の運用に係る留意点や次年度のスケ
ジュール等について伝達し意見交換を行う

② 総務部 行政改革課

　記録形態別件数

【記録形態の凡例】　①会議録、②会議録要旨、③会議概要
1



No. 会議の名称 会議の概要
記録
形態

部局名 課名

20 本庁衛生委員会 職員の安全衛生に関すること ② 総務部 総務厚生課
21 職員安全衛生委員会 職員の安全衛生に関すること ② 総務部 総務厚生課

22
山形県県有財産総合管
理推進本部会議

県有財産を総合的に管理、活用するファシリティマネジメ
ントの取組みを全庁的に推進するために、協議等を行う
（次長級）

② 総務部 管財課

23
山形県県有財産総合管
理推進本部幹事会

県有財産を総合的に管理、活用するファシリティマネジメ
ントの取組みを全庁的に推進するために、協議等を行う
（課長級）

② 総務部 管財課

24
山形県県有財産総合管
理推進本部ワーキング
グループ会議

県有財産を総合的に管理、活用するファシリティマネジメ
ントの取組みを全庁的に推進するために、協議等を行う
（担当者レベル）

② 総務部 管財課

25
ＩＴ・山形推進戦略本部
会議

高度情報通信社会に対応した、各種施策の機動的かつ
総合的な推進に推進するため設置される。 ② 企画振興部 情報政策課

26
ＩＴ・山形推進戦略本部
幹事会

上記会議の円滑な運営と必要な事項の検討を行うため
設置される。

② 企画振興部 情報政策課

27
洋上風力に関する庁内
ＰＴ

洋上風力に係る課題や方向性を整理 ②
環境エネル
ギー部

エネルギー
政策推進課

28
広域支援対策本部避難
者支援班　班長・班長補
佐会議

避難者支援業務担当課が参集して業務進捗状況につ
いて情報交換等を行うもの

②
環境エネル
ギー部

危機管理課

29 危機管理調整会議
危機管理施策の検討及び推進
危機管理に関する情報収集及び伝達

②
環境エネル
ギー部

危機管理課

30
高病原性鳥インフルエン
ザ関係課長等対策会議

高病原性鳥インフルエンザへの対応 ②
環境エネル
ギー部

危機管理課

31
児童措置費負担金未収
金対策担当者会議

未収金対策の取組推進 ②
子育て推進
部

子ども家庭
課

32
あしながプロジェクトチー
ム会議

子どもの貧困対策について関係部局の連携と施策の推
進を図る。

②
子育て推進
部

子ども家庭
課

33
未収金対策担当課長会
議

未収金対策について総合支庁と情報を共有し、取組方
針を策定し連携強化を図る。

②
子育て推進
部

子ども家庭
課

34
児童三手当・ひとり親福
祉担当者会議

各総合支庁担当者への事務処理や制度の改正につい
て説明する。

②
子育て推進
部

子ども家庭
課

35
母子父子寡婦福祉資金
担当者・償還協力員会

各総合支庁担当者との意見・情報交換を行う。 ②
子育て推進
部

子ども家庭
課

36
麻しん患者発生対策連
絡会議

麻しんの発生に係る情報共有、意見交換 ② 健康福祉部
健康福祉企
画課

37
社会福祉功労者知事表
彰等選考委員会

社会福祉功労者知事表彰等候補者の選考 ② 健康福祉部
地域福祉推
進課

38

インターナショナル・ワイ
ン・チャレンジ（ＩＷＣ）「Ｓ
ＡＫＥ部門」審査会招致
事業庁内連携会議

IWC審査会の招致に向けた意見・情報交換等 ② 商工労働部
商業・県産
品振興課

39 場長・部長会議 工業技術センター業務運営にための協議及び報告 ② 商工労働部
工業技術セ
ンター

40
農業農村整備事業計画
審査会

補助事業の事業計画及び変更の内容の適否を審議す
る。

② 農林水産部 農村計画課

41
県土整備部・総合支庁
建設部経理担当者会議

県土整備部、総合支庁等経理担当者の情報交換等 ② 県土整備部 管理課

42
県土整備部・総合支庁
建設部連絡調整会議

県土整備部、総合支庁建設部の重点事項や課題に関
する協議や情報交換

② 県土整備部 管理課

43
県土整備部感謝状贈呈
者選定委員会

県土整備部感謝状贈呈者の選定 ② 県土整備部 管理課

44 用地主管課長会議 本庁及び総合支庁の用地所管課長による会議 ② 県土整備部
県土利用政
策課

45 用地事務担当者会議 本庁及び総合支庁の用地所管課担当者による会議 ② 県土整備部
県土利用政
策課

46
土地利用調整事務連絡
会議

上記会議の円滑な運営等のため必要な事項の協議を
行うもの

② 県土整備部
県土利用政
策課

47
道路整備事業関係担当
者説明会

道路整備課所管事業の円滑な執行を図るための周知、
情報提供を行うもの

② 県土整備部 道路整備課

48
国道347号鍋越峠道路
管理検討会議

国道347号の道路管理に関する意見徴収 ② 県土整備部 道路保全課

49
山形県道路メンテナンス
会議

国県市町村の橋梁補修関係担当者の情報交換 ② 県土整備部 道路保全課

50
山形県道路メンテナンス
産学官連携協議会

橋梁関係DB開発運用に関する意見徴収 ② 県土整備部 道路保全課

51 除雪担当者会議 除雪に関する情報提供及び意見交換 ② 県土整備部 道路保全課
52 道路管理担当者会議 道路維持管理に関する情報提供及び意見交換 ② 県土整備部 道路保全課
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No. 会議の名称 会議の概要
記録
形態

部局名 課名

53
空港の管理に関する検
討会

空港事務所から提案のあった議題について、検討結果
の共有と意見交換を行うもの。

② 県土整備部 空港港湾課

54
滑走路端安全区域及び
空港整備事業に関する
説明会

国土交通省の説明会を受け、空港事務所への説明を行
うもの。

② 県土整備部 空港港湾課

55 山形県公金管理委員会 県公金の資金運用計画について協議する ② 会計局 会計課

56
村山総合支庁衛生委員
会

職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境の形成を促進する。

②
村山総合支
庁

総務課

57
村山地区健康増進委員
会

村山地区の公所等に勤務する職員の健康増進事業の
事業計画・予算等を審議する。

②
村山総合支
庁

総務課

58
村山総合支庁イメージ
アップ研究会

支庁内各部の推薦者を構成員とし、村山総合支庁のイ
メージアップを図る活動を行う。

②
村山総合支
庁

総務課

59
西村山地域振興局衛生
委員会並びに建設部安
全衛生委員会

月１回庁内の安全衛生について協議する。 ②
村山総合支
庁

西村山総務
課

60
村山総合支庁不法投棄
情報連絡会

関係課による取組状況の情報交換 ②
村山総合支
庁

環境課

61
置賜総合支庁低炭素社
会形成推進会議庁内
ワーキング

「低炭素社会形成に係る基本方針」中間見直しの具体
的な検討

②
置賜総合支
庁

環境課

62 地域住宅事業者懇談会 住宅事業者との意見交換会 ②
置賜総合支
庁

建築課

63 庄内総合支庁部長会議 本庁部長会議の伝達、各部からの報告等 ②
庄内総合支
庁

総務課

64 部内課長会議 部長会議の伝達・報告等 ②
庄内総合支
庁

総務課

65
庄内地域行政連絡協議
会

庄内総合支庁及び管内公所との情報交換 ②
庄内総合支
庁

総務課

66 ケース診断会議 生活保護に係る個別協議 ②
庄内総合支
庁

地域保健福
祉課

67
廃瓦リサイクル推進プロ
ジェクト会議

地域課題となっている「廃瓦のリサイクル」推進のための
庁内プロジェクト会議

②
庄内総合支
庁

環境課

68
高病原性鳥インフルエン
ザ対策業務連絡会議

鳥インフルエンザ対策に関する庁内連絡調整 ②
庄内総合支
庁

農業振興課

69 経営戦略策定調整会議 企業局長をトップとする局内の検討会議 ② 企業局 総務企画課

70
水道事業関係庁内関係
課打合せ

県内水道事業の課題解決に向けた検討・取り組み状況
についての意見交換

② 企業局 水道事業課

71 病院事業管理者会議 病院事業運営に係る協議・意思決定 ② 病院事業局 県立病院課

72
V字回復プロジェクト会
議

病院事業会計の経常収支、資金収支をＶ字回復するた
めのプロジェクトの推進

② 病院事業局 県立病院課

73
中央・河北両病院連携
協議会

医療連携と機能分担に係る意見交換 ② 病院事業局 県立病院課

74
病院事業局事務局長等
会議

病院事業運営に係る協議・意見交換 ② 病院事業局 県立病院課

75
山形県立保健医療大
学・県立中央病院連携

連携による人材育成、質の向上に係る意見交換 ② 病院事業局 県立病院課

76
山形県立米沢栄養大
学・山形県立病院栄養
管理部門連携協議会

連携による人材育成、質の向上に係る意見交換 ② 病院事業局 県立病院課

77 医療情報部長会議 医療情報システム更新に向けた協議・意思決定 ② 病院事業局 県立病院課

78
医療情報システム担当
者会議

医療情報システム更新に向けた意見交換 ② 病院事業局 県立病院課

79 看護部長会議 看護部の運営に係る連絡調整 ② 病院事業局 県立病院課

80
服務及び給与事務等説
明会

服務及び給与事務の説明 ② 病院事業局 県立病院課

81
新庄病院改築整備基本
計画検討チーム会議

新庄病院改築整備基本計画（案）の検討 ② 病院事業局 県立病院課

82 管理運営会議 病院運営に係る重要事項の審議決定 ② 病院事業局 新庄病院
83 管理者連絡会 病院運営状況の把握、検討 ② 病院事業局 新庄病院
84 企画会議 病院運営に係る諸課題の検討 ② 病院事業局 新庄病院
85 衛生委員会 職員の健康保持、職場環境の整備 ② 病院事業局 新庄病院
86 医長・診療科長会議 診療運営に関する連絡調整と審議 ② 病院事業局 新庄病院
87 患者の声委員会 患者の声への対応検討 ② 病院事業局 新庄病院
88 医療安全管理対策委員 医療安全体制確立のための調査審議 ② 病院事業局 新庄病院
89 医療事故調査会 事故原因の調査、対応策の検討 ② 病院事業局 新庄病院
90 院内感染予防対策委員 院内感染の予防対策の協議、検討 ② 病院事業局 新庄病院
91 医療事故防止対策委員 医療安全防止対策の検討、研究、立案 ② 病院事業局 新庄病院
92 管理運営会議薬事部会 薬事に関する決定 ② 病院事業局 新庄病院
93 薬事委員会 薬事に関する審議 ② 病院事業局 新庄病院

【記録形態の凡例】　①会議録、②会議録要旨、③会議概要
3



No. 会議の名称 会議の概要
記録
形態

部局名 課名

94
医療機器等器械備品購
入委員会

医療機器の購入に関する審議 ② 病院事業局 新庄病院

95 診療材料選定審査会 診療材料の選定 ② 病院事業局 新庄病院

96
医療機器等機種選定審
査会

高額機械等の購入時の機種を審査選定 ② 病院事業局 新庄病院

97
器械備品等指名業者選
定審査会

機器備品等の指名業者選定に関する審議 ② 病院事業局 新庄病院

98 倫理委員会 診療に関する倫理問題の審議 ② 病院事業局 新庄病院
99 治験審査委員会 治験実施の妥当性の審議調査 ② 病院事業局 新庄病院
100 診療情報提供委員会 診療情報提供の適否の審査 ② 病院事業局 新庄病院
101 外来業務改善検討委員 外来運営についての課題検討 ② 病院事業局 新庄病院
102 手術部会 手術部の運営に関する事項の審議 ② 病院事業局 新庄病院
103 集中治療室運営委員会 ＩＣＵの運営に関する事項の審議 ② 病院事業局 新庄病院
104 透析機器安全管理委員 透析液の水質管理等に関する事項の審議 ② 病院事業局 新庄病院
105 栄養管理委員会 栄養管理室の運営に関する事項の審議 ② 病院事業局 新庄病院
106 検査部運営委員会 検査部の運営に関する事項の審議 ② 病院事業局 新庄病院
107 輸血委員会 輸血に関する諸問題の調整 ② 病院事業局 新庄病院
108 放射線部運営委員会 放射線部の運営に関する事項の審議 ② 病院事業局 新庄病院
109 放射線安全委員会 放射線障害防止の企画審議 ② 病院事業局 新庄病院

110
リハビリテーション室運
営委員会

リハビリテーション室の運営に関する事項の審議 ② 病院事業局 新庄病院

111 診療録管理委員会 カルテ様式、保管及び病歴管理の検討 ② 病院事業局 新庄病院
112 地域医療部会 地域医療部の運営に関する事項の審議 ② 病院事業局 新庄病院
113 救急災害医療検討委員 救急医療に係る諸問題の検討 ② 病院事業局 新庄病院
114 医療情報部会 医療情報部会の運営に関する事項の審議 ② 病院事業局 新庄病院

115
臨床研修病院群研修管
理委員会

臨床研修病院群全体の研修の管理運営 ② 病院事業局 新庄病院

116 医師臨床研修運営委員 医師臨床研修の円滑な実施に向けた調整 ② 病院事業局 新庄病院
117 がん診療対策委員会 がん診療対策の整備 ② 病院事業局 新庄病院
118 がん登録部会 がん診療の向上 ② 病院事業局 新庄病院

119
がん診療対策委員会化
学療法部会

がん化学療法の推進 ② 病院事業局 新庄病院

120 緩和ケアチーム部会 緩和医療の推進 ② 病院事業局 新庄病院
121 DPC委員会 DPC運用の検討 ② 病院事業局 新庄病院
122 BSC委員会 BSCの評価･点検 ② 病院事業局 新庄病院

123
保険診療・再審査請求
検討委員会

保険診療請求、再審査請求に関する審議 ② 病院事業局 新庄病院

124
医療情報システム管理
委員会

医療情報システムの運用・管理 ② 病院事業局 新庄病院

125 クリニカルパス委員会 クリニカルパスの導入拡大の検討 ② 病院事業局 新庄病院
126 NST・褥瘡対策委員会 褥瘡患者・低栄養患者治療等の効率的推進 ② 病院事業局 新庄病院

127
医師研究調査事業運営
企画委員会

調査事業の運営企画 ② 病院事業局 新庄病院

128 研修委員会 院内研究発表会の開催 ② 病院事業局 新庄病院
129 広報委員会 広報誌の発行、ＨＰの管理運営 ② 病院事業局 新庄病院
130 図書委員会 図書室の運営 ② 病院事業局 新庄病院

131
病院機能評価受審対策
委員会

病院機能評価受審 ② 病院事業局 新庄病院

132 病棟再編検討委員会 各病棟への診療科の配置 ② 病院事業局 新庄病院
133 第６病棟運営会議 第６病棟の利用率向上 ② 病院事業局 新庄病院

134
新庄病院健康まつり実
行委員会

病院まつりの企画運営 ② 病院事業局 新庄病院

135
新庄病院改築整備に係
る院内検討会

改築整備に向けた検討 ② 病院事業局 新庄病院

136
専門・認定看護師研究
調査事業運営企画委員

調査事業の運営企画 ② 病院事業局 新庄病院

137
Ｖ字回復プロジェクト
チーム会議

Ｖ字回復プロジェクトの推進 ② 病院事業局 新庄病院

138
糖尿病透析予防チーム
会議

糖尿病予防 ② 病院事業局 新庄病院

139 看護部病棟会議 病棟の適正な運営 ② 病院事業局 新庄病院
140 看護師長会議 看護に係る連絡調整 ② 病院事業局 新庄病院
141 看護主査会議 看護に係る連絡調整 ② 病院事業局 新庄病院
142 看護研究委員会 看護部門の研究推進 ② 病院事業局 新庄病院
143 教育委員会（看護部門） 看護部門の教育推進 ② 病院事業局 新庄病院

144
基準手順委員会（看護
部門）

看護部門の基準手順の検討 ② 病院事業局 新庄病院

145 業務委員会（看護部門） 看護部門の適正な業務管理 ② 病院事業局 新庄病院
146 看護記録委員会 看護記録の適正な運営 ② 病院事業局 新庄病院
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147
看護部褥瘡予防対策委
員会

褥瘡患者の予防対策 ② 病院事業局 新庄病院

148
看護部院内感染予防対
策委員会

看護部門の院内感染予防対策 ② 病院事業局 新庄病院

149 コーディング小委員会 コーディングの調整 ② 病院事業局 新庄病院

150
感染制御チームラウンド
ミーティング

院内感染の予防に係る院内ラウンド ② 病院事業局 新庄病院

151
山形県教育委員会表彰
審査委員会

教育委員会に提案する教育功労者被表彰候補者の選
考

② 教育庁 総務課

152
叙勲（教育功労）候補者
選考会

文部科学省に推薦する叙勲候補者の選考 ② 教育庁 総務課

153
公金等の適正な管理に
係る特別部会ワーキン
ググループ

学校等で保護者等から徴収している金銭の管理の適正
化を図るための課題整理等

② 教育庁 総務課

154
教育庁食育推進連絡会
議

食育関連施策の検討等 ② 教育庁
スポーツ保
健課

155 給与実務担当者会議
人事委員会事務局及び各任命権者の給与担当者によ
る、給与事務に関する課題等についての意見交換、情
報交換等を実施

② 人事委員会 職員課

156 任用担当者会議
人事委員会事務局及び各任命権者の担当者による、採
用（試験）に関する協議・情報交換を実施

② 人事委員会 職員課

157 企画会議
県立中央病院、県立がん・生活習慣病センター並びに
県立救命救急センターの管理運営の方向性に関する事
項を所掌

②③ 病院事業局 中央病院

158 病院運営委員会
企画会議より提案された事項のほか各種委員会等より
報告のあった事項を所掌

②③ 病院事業局 中央病院

159 医療安全管理委員会 医療事故防止対策の推進 ②③ 病院事業局 中央病院

160 病院感染対策委員会
病院感染発生状況の把握、病院感染予防の対策及び
指導等

②③ 病院事業局 中央病院

161
総合周産期母子医療セ
ンター運営会議

総合周産期母子医療センターの運営等 ②③ 病院事業局 中央病院

162 医療ガス安全管理委員 医療ガス設備の安全管理 ②③ 病院事業局 中央病院
163 薬事委員会 医薬品の適切な管理運営等 ②③ 病院事業局 中央病院

164
リハビリテーション室運
営委員会

三次医療提供病院にふさわしい急性期リハビリテーショ
ン及びリハビリテーション室のあり方の検討

②③ 病院事業局 中央病院

165 放射線安全委員会 放射線障害防止に関すること ②③ 病院事業局 中央病院
166 中央手術部運営委員会 手術部の管理管理運営等 ②③ 病院事業局 中央病院

167
患者サービス検討委員
会

患者への接遇、患者満足度、患者の療養環境その他
サービスに関すること

②③ 病院事業局 中央病院

168 NST委員会
栄養療法及び栄養管理の検討、栄養管理による合併症
の予防その他栄養管理に関すること

②③ 病院事業局 中央病院

169 ボランティア運営委員会 病院ボランティアの適正運営の審議 ②③ 病院事業局 中央病院
170 中央放射線部運営委員 中央放射線部の運営 ②③ 病院事業局 中央病院
171 褥瘡対策委員会 褥瘡対策に関すること ②③ 病院事業局 中央病院
172 輸血療法委員会 輸血療法の適応その他輸血療法に関すること ②③ 病院事業局 中央病院
173 ＲＳＴ委員会 呼吸ケアの質の向上に関すること ②③ 病院事業局 中央病院
174 中央検査部運営委員会 中央検査部の運営に関すること ②③ 病院事業局 中央病院

175
総合医療情報システム
管理委員会

医療情報システムの運用・管理、その他医療情報システ
ムに関すること

②③ 病院事業局 中央病院

176 栄養管理委員会
給食基準の設定、患者給食の改善及びサービスその他
栄養給食業務に関すること

②③ 病院事業局 中央病院

177 医学資料管理委員会
外来カルテ・入院カルテの作成、管理、運用、保存その
他診療記録に関すること

②③ 病院事業局 中央病院

178 臨床工学部運営委員会 臨床工学部の運営に関すること ②③ 病院事業局 中央病院

179 衛生委員会
職員の健康障害の防止及び健康の保持増進、職員の
福利厚生等に関すること

②③ 病院事業局 中央病院

180 ＱＩ委員会
医療の質に関する指標（Qualith Indicator）の選定、指標
の有効性の検証、当院の質の評価、改善対策に関する
こと

②③ 病院事業局 中央病院

181 協力医制度運営協議会 協力医制度の円滑な運営に関すること ②③ 病院事業局 中央病院

182
器械備品購入等及び工
事等に係る指名業者選
定審査会

特定調達物品に該当しないもののうち特定の建設工事
の契約、機械備品購入等の契約で指名競争入札等によ
り執行する場合の指名業者の選定について審査

②③ 病院事業局 中央病院

183 研修管理委員会 臨床研修医の研修、評価等に関すること ②③ 病院事業局 中央病院

184
医師研究調査事業運営
企画委員会

医師研究調査事業に関する企画運営 ②③ 病院事業局 中央病院

185 治験審査委員会
治験及び市販後臨床試験を行うことの適否等に関する
こと

②③ 病院事業局 中央病院
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記録
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186 医療保険委員会
医療保険制度の周知、診療報酬請求状況の報告、審査
及び査定の情報交換、診療報酬適正請求等に関するこ
と

②③ 病院事業局 中央病院

187 過重労働軽減対策委員 職員の勤務の負担軽減及び処遇改善に関すること ②③ 病院事業局 中央病院

188 児童虐待防止委員会
児童虐待に関して、院内での早期発見と適切な対応を
図ること

②③ 病院事業局 中央病院

189 経営改善推進委員会
業務改善の推進、経営分析その他経営改善に関するこ
と

②③ 病院事業局 中央病院

190 倫理委員会
人を対象とした生物学的、医学的研究及び先進的医療
行為を実施しようとする場合、ヘルシンキ宣言に沿った
倫理上の指針を与えること

②③ 病院事業局 中央病院

191 広報委員会 当院の広報活動に関すること ②③ 病院事業局 中央病院

192
クリニカルパス推進委員
会

クリニカルパスの開発及び運用等、クリにパスの推進に
関して必要な事項に関すること

②③ 病院事業局 中央病院

193 ＤＰＣ運営委員会
ＤＰＣの分析、企画立案、情報収集及び発信等に関する
こと

②③ 病院事業局 中央病院

194
適切なコーディング委員
会

標準的な診断および治療方法についての周知等に関す
ること

②③ 病院事業局 中央病院

195 器械備品購入等審査会 器具機械物品の購入、賃貸借等の審査 ②③ 病院事業局 中央病院
196 病床利用検討委員会 長期入院患者の対応策の協議等 ②③ 病院事業局 中央病院
197 母乳育児推進委員会 院内全体に母乳育児を推進するための企画運営等 ②③ 病院事業局 中央病院
198 個人情報保護管理委員 保有個人情報の保護・管理に関すること ②③ 病院事業局 中央病院

199
診療情報開示審査委員
会

山形県個人情報保護条例による開示請求があった際等
の提供の整備、保有個人情報の保護・管理に係る安全
管理措置等に関すること

②③ 病院事業局 中央病院

200 将来ビジョン検討委員会 院内の諸課題の解決に向けての基本方向等を検討 ②③ 病院事業局 中央病院

201 医療連携推進委員会
病病連携、病診連携を進め紹介率の向上の実現するこ
と

②③ 病院事業局 中央病院

202 教育研修委員会
病院内における各種研修計画の策定と実施に関するこ
と

②③ 病院事業局 中央病院

203 診療機材審査委員会
診療機材の採用等の可否、その他診療機材に関するこ
と

②③ 病院事業局 中央病院

204 医局会
勤務、診療に関する事項の連絡調整等病院、医局の運
営に関すること

②③ 病院事業局 中央病院

205 看護師長会議 看護部内の管理運営、連絡調整等 ②③ 病院事業局 中央病院

206 課長会議
事業の運営並びに管理方針の伝達、運営管理上必要な
業務の連絡調整、その他診療に必要な事項に関するこ
と

②③ 病院事業局 中央病院

207
がん・生活習慣病セン
ター運営会議

がんセンターの運営計画案の作成、調査事業の策定そ
の他業務実施上必要な事項に関すること

②③ 病院事業局 中央病院

208 緩和ケア運営委員会
病棟運営の基本に関すること、病棟の円滑な運営に関
すること等

②③ 病院事業局 中央病院

209 院内がん登録委員会
登録管理および追跡調査、集計解析、その他院内がん
登録業務に関すること

②③ 病院事業局 中央病院

210
がん診療施設情報ネット
ワーク運営委員会

テレビ会議システムの管理・運用、多地点メディカルカン
ファレンスの運営等

②③ 病院事業局 中央病院

211 化学療法管理委員会
化学療法に関する基準の作成、審査・承認・管理、その
他薬物療法に関すること

②③ 病院事業局 中央病院

212
救命救急センター運営
会議

救命救急センターの運営に関すること ②③ 病院事業局 中央病院

213 災害対策委員会
防災及び災害対策の基本方針、災害救護訓練等に関
すること

②③ 病院事業局 中央病院

214 脳死判定委員会
臓器提供施設としての臓器の移植に関する法律に基づ
き臓器の提供及び臓器の摘出に伴う脳死判定を行う。

②③ 病院事業局 中央病院

215
臓器提供体制検討委員
会

臓器提供に係る諸課題の検討及び調製、脳死下臓器提
供手順書の整備その他臓器移植に関すること

②③ 病院事業局 中央病院

216 税務課長会議
各総合支庁税務課長等との協議・情報交換・情報提供
等

③ 総務部 税政課

217
不動産取得税（承継）担
当者会議

承継事務に関する協議及び情報交換 ③ 総務部 税政課

218
家屋評価等バランス調
整会議

家屋評価事務に関する協議及び情報交換 ③ 総務部 税政課

219 法人二税担当者会議 法人二税事務に関する協議及び情報交換 ③ 総務部 税政課
220 個人事業税担当者会議 個人事業税事務に関する協議及び情報交換 ③ 総務部 税政課
221 軽油引取税担当者会議 軽油引取税事務に関する協議及び情報交換 ③ 総務部 税政課
222 自動車税担当者会議 個人事業税事務に関する協議及び情報交換 ③ 総務部 税政課
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223

三菱自動車工業㈱の燃
費試験不正行為に伴う
自動車税納税不足額徴
収事務等に係る担当者
会議

関係事務の取扱いに関する協議 ③ 総務部 税政課

224
災害対策主管課長会議
(台風5号関係）

台風5号による災害への対応 ③
環境エネル
ギー部

危機管理課

225
北朝鮮による弾道ミサイ
ル発射に関する関係課
長等対策会議

ミサイル発射への対応 ③
環境エネル
ギー部

危機管理課

226
ミサイル関係危機対策
本部

ミサイル発射への対応 ③
環境エネル
ギー部

危機管理課

227
「子育てするなら山形
県」推進本部幹事会

「子育てするなら山形県」推進本部の円滑な運営を図
る。

③
子育て推進
部

子育て支援
課

228
保健所母子保健担当者
会議

　各保健所の母子保健担当者が参集し、本庁及び各保
健所における母子保健関係事業予定について、情報交
換を図るもの。

③
子育て推進
部

子ども家庭
課

229
平成29年度健康長寿や
まがた推進本部会議

健康長寿日本一実現に向けた取組みについての協議 ③ 健康福祉部
健康長寿推
進課

230
やまがた健康フェア実行
委員会

やまがた健康フェア２０１６の事業報告、実行委員会の
規約、事業計画、収支予算の検討、やまがた健康フェア
２０１７の事業内容の検討

③ 健康福祉部
健康長寿推
進課

231
がん患者就労・生活支
援事業関係機関連絡会
議

がん患者就労・生活支援事業実施状況についての協議
がん患者就労・生活支援事業の実績と「みんなで取り組
む『がん対策県民運動』」についての協議

③ 健康福祉部
健康長寿推
進課

232 糖尿病等対策検討会 糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防プログラムの検討 ③ 健康福祉部
健康長寿推
進課

233 保健師人材育成検討会
保健師活動指針の検討、平成29年度保健師に係る研修
についての検討

③ 健康福祉部
健康長寿推
進課

234
地域保健・保健支援主
幹会議

・保健師活動指針の検討
・平成28年度実績と29年度保健師に係る研修について
の検討
・平成29年度北海道・東北ブロック保健師等研修会の実
施についての検討

③ 健康福祉部
健康長寿推
進課

235
健康づくり対策担当者会
議

・平成28年度実績と平成29年度事業についての情報共
有

③ 健康福祉部
健康長寿推
進課

236
受動喫煙防止対策担当
者会議

「やまがた受動喫煙防止宣言」の目標達成に向けた取
組みについての検討

③ 健康福祉部
健康長寿推
進課

237
「県民健康・栄養調査」
検討会

・調査の振り返りと報告書作成についての検討
・栄養摂取状況調査についての検討
・報告書の掲載内容、構成等についての検討

③ 健康福祉部
健康長寿推
進課

238
保健所管理栄養士業務
検討会

・派遣研修の報告等情報交換
・国民健康・栄養調査及び県民健康・栄養調査や実習受
け入れについての協議
・平成29年度栄養関係事業や実習受け入れについての
協議

③ 健康福祉部
健康長寿推
進課

239
事前評価課内検討会議
及び計画審査会

公共事業の新規採択地区について事業実施の妥当性
について審議する。

③ 農林水産部 農村計画課

240
山形県農業総合セン
ター研究企画調整会議

センターにおける研究企画の立案・調整等 ③ 農林水産部
農業総合研
究センター

241
山形県農業研究報告編
集委員会

山形県農業研究報告投稿論文の審査・編集等 ③ 農林水産部
農業総合研
究センター

242
農業総合研究センター
指名業者選定審査会

センター本所発注業務に係る入札参加者資格審査及び
指名業者の選定

③ 農林水産部
農業総合研
究センター

243
農業総合研究センター
連絡調整会議

センター本所における重要事項の協議及び行事スケ
ジュールの調整及び連絡等

③ 農林水産部
農業総合研
究センター

244
来年度研究開発要望事
項（森林部門）に係る検

来年度の研究開発要望事項を取りまとめるために、各
公所が要望する研究開発事項に関する検討を行う。

③ 農林水産部
森林研究研
修センター

245
研究成果及び来年度研
究設計検討会

現在取り組んでいる研究課題に関する成果、並びに来
年度に向けた研究設計課題に対して検討を行う。

③ 農林水産部
森林研究研
修センター

246 地区主任会議
各総合支庁普及担当職員（補佐級）を参集し、年数回普
及活動に関して意見交換を行う。

③ 農林水産部
森林研究研
修センター

247 土地利用調整会議 県土利用に関する各種事項を審議するもの ③ 県土整備部
県土利用政
策課

248
村山総合支庁高病原性
鳥インフルエンザ関係課
長等対策会議

国内における高病原性鳥インフルエンザ発生状況の確
認、今後の対応等の協議

③
村山総合支
庁

総務課

249
村山地域新型インフルエ
ンザ等対策班長会議

新型インフルエンザ対策の協議 ③
村山総合支
庁

総務課
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No. 会議の名称 会議の概要
記録
形態

部局名 課名

250
村山地域エネルギー戦
略推進協議会連絡調整

関係課による取組状況の情報交換 ③
村山総合支
庁

環境課

251
自然環境保全地域管理
員及び自然公園管理員
との意見交換会

管理員への業務説明及び意見交換 ③
村山総合支
庁

環境課

252
鳥獣保護管理員との意
見交換会

管理員への業務説明及び意見交換 ③
村山総合支
庁

環境課

253
西置賜地域振興局課長
会議

総合支庁部長会議の伝達及び各課共通事項の連絡調
整等を行う

③
置賜総合支
庁

西置賜総務
課

254
西置賜地域振興局補佐
等会議

西置賜地域振興局内の連絡事項等の連絡確認を行う ③
置賜総合支
庁

西置賜総務
課

255 広報幹事企画会議 支庁の広報計画等協議 ③
庄内総合支
庁

総務課

256
庄内総合支庁危機管理
連絡調整会議

支庁内各部主管課副主幹等との連絡調整 ③
庄内総合支
庁

総務課

257 指名業者選定審査会 契約に係る指名業者の選定 ③
庄内総合支
庁

地域保健福
祉課

258
山形県農業農村整備事
業庄内総合支庁計画審

農業農村整備事業の事業計画審査及び計画変更審査 ③
庄内総合支
庁

農村計画課

259
庄内総合支庁建設部指
名業者選定審査会

入札等参加業者の選定 ③
庄内総合支
庁

建設総務課

260
県立病院セーフティマネ
ジメント会議

医療安全に関する協議 ③ 病院事業局 県立病院課

261
院内医療メディエーショ
ン推進担当者会議

メディエーションの推進に係る意見交換 ③ 病院事業局 県立病院課

262
患者満足度調査担当者
会議

患者満足度調査による質の向上に関する協議 ③ 病院事業局 県立病院課

263 管理運営会議
病院経営の基本方針及び重要事項などを審議・決定す
るもの

③ 病院事業局 河北病院

264 経営戦略会議 病院経営の健全化を推進するもの ③ 病院事業局 河北病院
265 進学指導連絡協議会 進学指導体制のあり方についての協議や検討 ③ 教育庁 高校教育課
266 運営委員会 課長補佐級以上対象（毎週１回開催） ③ 教育庁 教育セン
267 所内会議 全職員対象（毎月１回開催） ③ 教育庁 教育セン
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