
 

 

議案第１０４号 

 

   関市附属機関設置条例の制定について 

 

 関市附属機関設置条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  平成２５年１２月３日提出 

 

                     関市長 尾 関 健 治     

 

   提案理由 

 地方自治法の規定に基づく附属機関を設置する等のため、この条例を定めよう

とする。 

 

 



 

 

   関市附属機関設置条例 

 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に

基づき、法律又は他の条例に定めるもののほか、市長又は教育委員会（以下

「執行機関」という。）の附属機関を別表のとおり設置する。 

 （附属機関の名称等） 

第２条 附属機関の名称、所掌事務、委員の定数及び委員の構成は、別表に定め

るとおりとする。 

 （委任） 

第３条 前条に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項につ

いては、当該附属機関の属する執行機関が定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （関市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 関市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年関市

条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「者」を「もの（以下「特別職の職員」という。）」に改める。 

  第５条中「報酬」を「この条例に定めるもののほか特別職の職員の報酬」に、

「一般職の職員」を「関市職員の給与に関する条例（昭和３３年関市条例第

２０号）及び関市職員の旅費に関する条例（昭和２８年関市条例第５号。以

下「旅費条例」という。）」に改める。 

  本則に次の１条を加える。 

  （委任） 

 第６条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。 

  別表（備考以外の部分に限る。）を次のように改める。 

 別表（第２条、第４条関係） 

職名 区分 報酬（円） 費用弁償 



 

 

監査委員 市議会議員

の中から選

任された委

員 

月額 ２１，０００ 旅費条例に規定す

る市長の旅費額に

相当する額 

識見を有す

る者の中か 

ら選任され 

た委員 

月額 ４６，０００  

教育委員会委員 委員長 月額 ４０，０００  

委員 月額 ３７，０００  

選挙管理委員会委員 委員長 月額 １０，０００  

委員 月額 ８，０００  

公平委員会委員 日額 ８，０００  

固定資産評価審査委員会委員 日額 ８，０００  

農業委員会委員 月額 １６，０００  

投票管理者 投票所 日額 １２，６００  

期日前投票所 日額 １１，１００  

選挙長、開票管理者及びこれらの職

務代理者 

１回 １０，６００  

投票立会人 投票所 日額 １０，７００  

期日前投票所 日額 ９，５００  

選挙立会人及び開票立会人 １回 ８，８００  

土木水利委員 年額 ６１，０００  

社会教育委員 年額 ２１，０００  

公民館運営審議会委員 年額 ２１，０００  

総合計画審議会委員 日額 ６，５００  

特別職報酬等審議会委員 日額 ６，５００  

民生委員推薦会委員 日額 ６，５００  

国民健康保険運営協議会委員 日額 ６，５００  



 

 

文化財審議会委員 日額 ６，５００  

住居表示審議会委員 日額 ６，５００ 

廃棄物減量等推進審議会委員 日額 ６，５００ 

公文書公開審査会委員 日額 ６，５００ 

個人情報保護審査会委員 日額 ６，５００ 

生活安全推進協議会委員 日額 ６，５００ 

防災会議委員 日額 ６，５００ 

国民保護協議会委員 日額 ６，５００ 

環境審議会委員 日額 ６，５００ 

廃自動車認定委員会委員 日額 ６，５００ 

都市計画審議会委員 日額 ６，５００ 

地域審議会委員 日額 ６，５００ 

スポーツ推進審議会委員 日額 ６，５００ 

退職手当審査会委員 日額 ６，５００ 

医学生等修学研修資金貸与者選考委

員会委員 

日額 ６，５００ 

農政推進委員会委員 日額 ６，５００ 

図書館協議会委員 日額 ６，５００ 

自治基本条例策定審議会委員 日額 ６，５００ 

指定管理者審査委員会委員 日額 １０，０００ 

男女共同参画推進条例策定審議会委

員 

日額 ６，５００ 

景観計画策定審議会委員 日額 ６，５００ 

子ども・子育て会議委員 日額 ６，５００ 

財産区管理委員 日額 ６，５００ 

公務災害補償等認定委員会委員 日額 ６，５００ 

公務災害補償等審査会委員 日額 ６，５００  

生活環境保全対策実行委員会委員 日額 ６，５００ 

し尿問題審議会委員 日額 ６，５００ 



 

 

農業振興地域整備促進協議会委員及

び地区協議会委員 

日額 ６，５００  

せき森林づくり委員会委員 日額 ６，５００ 

小口融資審査委員会委員 日額 ６，５００ 

中小企業従業員退職金共済審議会委

員 

日額 ６，５００ 

青少年問題協議会委員 日額 ６，５００ 

奨学生選考委員会委員 日額 ６，５００ 

中池自然の家運営委員会委員 日額 ６，５００ 

清潔なまちづくり推進指導委員 月額 ２，０００ 

行政改革推進審議会委員 日額 ６，５００ 

市民活動助成金審査会委員 日額 ６，５００ 

地域福祉計画策定委員会委員 日額 ６，５００ 

障がい者総合支援協議会委員 日額 ６，５００ 

児童発達支援センター運営委員会委

員 

日額 ６，５００ 

人権教育・啓発推進協議会委員 日額 ６，５００ 

高齢者施策等運営協議会委員 日額 ６，５００ 

老人ホーム入所判定委員会委員 日額 ６，５００ 

介護保険事業者候補選定委員会委員 日額 ６，５００ 

公立保育所民営化等検討委員会委員 日額 ６，５００ 

予防接種健康被害調査委員会委員 日額 ６，５００ 

新エネルギービジョン推進検討委員

会委員 

日額 ６，５００ 

建設事業評価監視委員会委員 日額 ６，５００ 

上下水道事業経営審議会委員 日額 ６，５００ 

小瀬鵜飼習俗総合調査委員会委員 日額 ９，１００ 

弥勒寺官衙遺跡群 識見を有する 日額 ２０，０００ 

保存整備検討委員 者の中から選    



 

 

会委員 任された委員    

その他の委員 日額 ６，５００ 

消防委員会委員 日額 ６，５００ 

地方自治法第１７４条に定める専門

委員（臨時に定める者を含む。）並

びに地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第３条第３項第２号及

び第３号に該当する職にあるその他

非常勤の職員 

任命権者がその都度

予算の範囲内で市長

と協議して規則で定

める額 

旅費条例に規定す

る市長の旅費額に

相当する額の範囲

内で任命権者が市

長と協議して定め

る額 

 （関市児童発達支援センター条例の一部改正） 

３ 関市児童発達支援センター条例（昭和４７年関市条例第１７号）の一部を次

のように改正する。 

  第４条を削り、第５条を第４条とする。 

別表（第１条関係） 

 市長の附属機関 

名称 所掌事務 
委員の 

定数 
委員の構成 

関市行政改革推進

審議会 

行政改革の推進等に関し必

要な事項を調査及び審議す

ること。 

１５人

以内 

（１）  市民団体の

代表者 

（２）  学識経験を

有する者 

（３） 市職員 

（４）  その他市長

が必要と認める者 

関市市民活動助成

金審査会 

市民活動助成金の交付申請

に関し公正かつ適正な審査

を実施し、その結果を市長 

に報告すること。 

 

１０人

以内 

（１）  公共的団体

等の推薦による者 

（２）  学識経験を

有する者 

（３） 市職員 

 



 

 

関市地域福祉計画

策定委員会 

社会福祉法（昭和２６年法

律第４５号）第１０７条に

規定する地域福祉計画の策

定に関し必要な事項につい

て調査及び審議すること。 

２５人

以内 

（１）  学識経験を

有する者 

（２）  社会福祉を

目的とする事業を

行う者 

（３）  社会福祉に

関する活動を行う

者 

（４）  市民公募に

よる者 

（５）  その他市長

が必要と認める者 

関市障がい者総合

支援協議会 

障害福祉サービス利用に係

る相談支援事業の中立性及

び公平性に関すること、障

がい者等への支援のあり方

に係る協議及び調整に関す

ること、地域の関係機関に

よる障がい福祉に係るネッ

トワークの構築及び推進に

関すること、地域の社会資

源の開発及び改善に関する

こと並びに障害福祉計画に

関すること。 

３５人

以内 

（１）  相談支援事

業者 

（２）  障害福祉サ

ービス事業者 

（３）  保健、福祉

及び医療機関関係

者 

（４）  教育機関関

係者 

（５）  企業及び雇

用機関関係者 

（６）  障がい者団

体関係者 

（７）  学識経験を

有する者 

（８）  障がい者及

びその家族 

 



 

 

   （９）  その他市長

が必要と認める者 

関市児童発達支援

センター運営委員

会 

児童発達支援センターの利

用者又はその保護者からの

苦情に関する事項並びに児

童発達支援センターが行っ

た機能訓練に関する事項に

ついて調査及び審議するこ

と。 

９人以

内 

（１）  社会福祉団

体の代表者 

（２）  学識経験を

有する者 

（３）  関係行政機

関の職員 

（４）  その他市長

が必要と認める者 

関市人権教育・啓

発推進協議会 

人権教育・啓発の推進に必

要な総合的施策の策定並び

に人権教育・啓発の活動の

連携及び協力に関して調査

及び審議すること。 

１５人

以内 

（１）  学識経験を

有する者 

（２）  人権に関す

る団体の代表者 

（３）  その他市長

が必要と認める者 

関市高齢者施策等

運営協議会 

（１） 老人福祉法（昭和

３８年法律第１３３号）

第２０条の８の規定に基

づく老人福祉計画の策定

及び進行管理に関する事

項 

（２） 介護保険法（平成

９年法律第１２３号）第

１１７条の規定に基づく

介護保険事業計画の策定

及び進行管理に関する事

項 

（３） 地域包括支援セン 

２０人

以内 

（１）  医療機関の

代表者 

（２）  学識経験を

有する者 

（３）  福祉関係の

代表者 

（４）  被保険者の

代表者 

（５）  介護サービ

ス事業者の代表者 

（６）  関係行政機

関の代表者 

（７）  その他市長 



 

 

 ターの設置及び運営に関

する事項 

（４） 地域密着型サービ

スの指定及び運営に関す

る事項 

 が必要と認める者 

関市老人ホーム入

所判定委員会 

老人福祉法（昭和３８年法

律第１３３号）第１１条に

規定する養護老人ホームへ

の入所措置及び入所措置継

続の要否について審査判定

し、報告すること。 

７人以

内 

（１） 医師 

（２）  関保健所長

が指名した者 

（３）  老人福祉施

設長 

（４）  老人福祉指

導主事 

（５） 市職員 

（６）  その他市長

が必要と認める者 

関市介護保険事業

者候補選定委員会 

介護保険事業所を運営する

事業者について、事業者候

補の選定に係る審査項目及

び審査基準に関すること並

びに事業者候補の審査及び

選定に関すること。 

７人以

内 

（１）  医療機関の

代表者 

（２）  学識経験を

有する者 

（３）  事業運営に

必要な会計、労務

管理等の専門知識

を有する者 

（４）  地域の実情

に通じ、福祉の増

進に知見を有する

者 

（５）  関係行政機

関の代表者 

 



 

 

   （６）  その他市長

が必要と認める者 

関市公立保育所民

営化等検討委員会 

保育所の民営化、統廃合及

び整備について検討並びに

審議すること。 

１１人

以内 

（１）  学識経験を

有する者 

（２）  社会福祉団

体の役員 

（３）  関係行政機

関の職員 

（４）  その他市長

が必要と認める者 

関市予防接種健康

被害調査委員会 

予防接種法（昭和２３年法

律第６８号）に基づく予防

接種及び行政措置で実施す

る予防接種に関連して発生

した健康被害について医学

的見地から調査を行うとと

もに、災害補償及び諸措置

の内容について審議するこ

と。 

６人以

内 

（１）  医療機関の

代表者 

（２） 関保健所長 

（３） 市職員 

関市新エネルギー

ビジョン推進検討

委員会 

 

新エネルギーの利用の可能

性や方向性に関し今後の指

針となるビジョンの推進検

討、提言等を行うこと。 

１５人

以内 

（１）  学識経験を

有する者 

（２）  市民の代表

者 

（３） 産業関係者

（４） エネルギー 

供給関係者 

（５） 関係行政機

関の職員 

（６）  その他市長 



 

 

   が必要と認める者 

関市建設事業評価 建設事業の評価及び当該評 ７人以 （１）  学識経験を 

監視委員会 価に基づく市の対応方針に

ついて審議し、市長に意見

を述べること。 

内 有する者 

（２）  公共的団体

等の推薦による者 

（３）  その他市長

が必要と認める者 

関市上下水道事業

経営審議会 

上下水道事業の計画に関す

る事項及び水道料金、下水

道使用料等に関する事項に

ついて審議し、上下水道事

業の経営について、市長に

意見を述べること。 

 

 

１０人

以内 

（１）  学識経験を

有する者 

（２）  水道（簡易

水道及び飲料水供

給施設を含む。）及

び下水道（農業集

落排水及びコミュ

ニティ・プラント

を含む。）の使用者

の代表者 

（３）  その他市長

が必要と認める者 

関市消防委員会 消防団員の服務及び待遇並

びに消防施設の改善その他

消防に関する事項について

審議し、市長に意見を述べ

ること。 

１０人

以内 

（１）  学識経験を

有する者 

（２） 市職員 

（３）  その他市長

が必要と認める者 

 

 教育委員会の附属機関 

名称 所掌事務 
委員の 

定数 
委員の構成 

関市小瀬鵜飼習俗 小瀬鵜飼習俗及び鵜飼関連 ２０人 （１） 学識経験を 



 

 

総合調査委員会 技術並びに鵜飼を取り巻く

周辺環境に関し調査し、保

存伝承し、及び有効活用す

ること。 

以内 有する者 

（２）  市民の代表 

 者 

（３）  その他教育

委員会が必要と認

める者 

関市弥勒寺官衙遺

跡群保存整備検討

委員会 

弥勒寺官衙遺跡群の史跡指

定、発掘調査、公有化、整

備及び活用に関し検討する

こと。 

２５人

以内 

（１）  学識経験を

有する者 

（２）  市民の代表 

 者 

（３） 市職員 

（４）  その他教育

委員会が必要と認

める者 

 

 


