
 

 
 
 
                    

資料 ４

平成２７年度鈴鹿市教育振興基本計画審議会の開催スケジュールについて 

 
平成２７年１０月２日 
企画財務部企画課 

 
◆第１回開催 平成２７年１０月２日（金）13 時 30 分から 

 ・委嘱書の交付について 
 ・諮問について 
 ・教育施策に関する大綱について 

  
 
◆第２回開催 平成２７年１０月２３日（金）13 時 30 分から（予定） 

 ・鈴鹿市教育振興基本計画についての議論 

  
 
 
 
◆第３回開催 平成２７年１１月２７日（金）13 時 30 分から（予定） 

 ・鈴鹿市教育振興基本計画についての議論 

 
 
 
 
◆第４回開催 平成２７年１２月２５日（金）13 時 30 分から（予定） 

 ・鈴鹿市教育振興基本計画についての議論 

 
 
 
 
 



鈴鹿市教育振興基本計画審議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例（平成２７年鈴鹿市条例

第１８号。以下「条例」という。）第８条の規定に基づき，条例に定めるもののほ

か，鈴鹿市教育振興基本計画審議会規則（以下「審議会」という。）の組織及び運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（担任事務の細目） 

第２条 条例第２条第２項に規定する担任事務の細目は，次のとおりとする。 

(１) 市長の諮問に応じて市長が定める教育施策に関する大綱（次号において「大 

綱」という。）について調査審議すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか，大綱に関し市長が必要と認めること。 

（委員の選任基準） 

第３条 委員は，次に掲げる者のうちから委嘱する。 

(１) 教育に関し専門的知見を有する者 

(２) 市長が必要と認める者 

（庶務） 

第４条 審議会の庶務は，企画財務部企画課において処理する。 

（補則） 

第５条 この規則に定めるもののほか，議事の手続その他審議会の運営に関し必要な

事項は，会長が会議に諮って定める。 

附 則 

この規則は，平成２７年１０月２日から施行する。 



鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか，地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項並びに第２０２条の３第１項及び

第２０３条の２第４項の規定に基づき，市長及び教育委員会（以下「執行機関」と

いう。）の附属機関の設置，担任する事務，組織その他附属機関について必要な事

項を定めるものとする。 

（設置及び担任事務） 

第２条 執行機関の附属機関として，別表に掲げる附属機関を置く。 

２ 附属機関の担任する事務は，別表の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ，

それぞれ同表の担任事務の欄に定めるとおりとする。 

（組織） 

第３条 附属機関の委員（以下「委員」という。）の定数は，別表の附属機関の欄に

掲げる附属機関の区分に応じ，それぞれ同表の委員の定数の欄に定めるとおりとす

る。 

２ 委員は，学識経験者その他それぞれの附属機関の担任する事務に応じ，執行機関

が適当と認める者のうちから，当該執行機関が委嘱し，又は任命する。 

３ 附属機関が担任する事務のうち，特定又は専門の事項について調査審議等をする

ため，分科会，部会その他これらに類する組織を当該附属機関に置くことができる。 

（委員の任期等） 

第４条 委員の任期は，別表の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ，それぞ

れ同表の委員の任期の欄に定めるとおりとする。ただし，委員が欠けた場合におけ

る補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

３ 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，また，

同様とする。 

（会長等） 

第５条 附属機関に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は委員の互選によって定め，その任期は委員の任期による。 

３ 会長は，附属機関の会議（以下「会議」という。）を招集し，その会議の議長と



なるほか，会務を総理する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その

職務を代理する。 

（臨時委員及び専門委員） 

第６条 執行機関は，必要があると認めるときは，附属機関に特別の事項を調査審議

させるための臨時委員又は専門の事項を調査させるための専門委員を置くことがで

きる。 

２ 臨時委員及び専門委員は，学識経験者その他執行機関が適当と認める者のうちか

ら，当該執行機関が委嘱し，又は任命する。 

３ 臨時委員及び専門委員の任期は，委嘱の日からそれぞれ特別の事項に関する調査

審議又は専門の事項に関する調査が終了するときまでとする。 

（会議） 

第７条 会議は，委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。 

２ 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。 

３ 会長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を会議に出席させて説明又は

意見を求めることができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか，附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は，

当該附属機関の属する執行機関が規則又は教育委員会規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例の施行の際現に設置されている鈴鹿市行財政改革推進委員会，鈴鹿

市入札監視委員会，鈴鹿市障害者地域自立支援協議会，鈴鹿市障害者施策推進協議

会，鈴鹿市養護老人ホーム入所判定委員会，鈴鹿市放課後子ども総合プラン運営委

員会，鈴鹿市要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会，鈴鹿市健康づくり推進協議会，

鈴鹿市予防接種運営委員会，鈴鹿市地域公共交通会議，鈴鹿市地産地消推進協議会，

鈴鹿市新名神高速道路（仮称）鈴鹿ＰＡスマートＩＣ地区協議会及び鈴鹿市就学支



援委員会の委員，臨時委員又は専門委員として委嘱され，又は任命され，現にその

職にある者については，この条例の施行の日に第３条第２項の規定により委嘱され，

又は任命された委員とみなす。この場合において，これらの委員の任期は，第４条

第１項本文の規定にかかわらず，次の表の附属機関の欄に掲げる区分に応じ，それ

ぞれ同表の任期の欄に定める日までとする。 

附属機関 任期 

鈴鹿市行財政改革推進委員会 平成２８年１２月３１

日 

鈴鹿市入札監視委員会 平成２８年３月３１日 

鈴鹿市障害者地域自立支援協議会 平成２９年４月３０日 

鈴鹿市障害者施策推進協議会 平成２８年３月３１日 

鈴鹿市養護老人ホーム入所判定委員会 平成２８年３月３１日 

鈴鹿市放課後子ども総合プラン運営委員会 平成２９年５月３１日 

鈴鹿市要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会 平成２８年３月３１日 

鈴鹿市健康づくり推進協議会 平成２８年７月８日 

鈴鹿市予防接種運営委員会 平成２８年５月３１日 

鈴鹿市地域公共交通会議 平成２８年３月３１日 

鈴鹿市地産地消推進協議会 平成２７年１１月１７

日 

鈴鹿市新名神高速道路（仮称）鈴鹿ＰＡスマートＩＣ

地区協議会 

平成２８年３月３１日 

鈴鹿市就学支援委員会 平成２８年３月３１日 

２ この条例の施行の際現に設置されている鈴鹿市地域福祉計画策定委員会の委員と

して委嘱され，現にその職にある者については，この条例の施行の日に第３条第２

項の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において，鈴鹿市地域福祉計画

策定委員会に係る第４条第１項及び別表の規定の適用については，同項中「別表の

附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ，それぞれ同表の委員の任期の欄に定

めるとおり」とあるのは「平成２８年３月３１日まで」と，同表中「鈴鹿市地域福

祉計画審議会」とあるのは「鈴鹿市地域福祉計画策定委員会」とする。 



別表（第２条，第３条，第４条関係） 

１ 市長の附属機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 委員の任期

鈴鹿市ＰＦＩ

専門委員会 

民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律（平成１１年法

律第１１７号）により実施する事業の事

業者の選定等に係る審議に関する事務 

７人以内 委嘱され，

又は任命さ

れた日から

審議に関す

る事務が終

了するまで

鈴鹿市教育振

興基本計画審

議会 

教育基本法（平成１８年法律第１２０号

）第１７条第２項に規定する地方公共団

体が定める教育振興基本計画の目標及び

施策の根本となる方針として，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）第１条の３第１

項に基づき市長が定める大綱の審議等に

関する事務 

１０人以内 委嘱され，

又は任命さ

れた日から

審議等に関

する事務が

終了するま

で 

鈴鹿市行財政

改革推進委員

会 

行財政改革の推進に係る審議に関する事

務 

５人以内 ２年 

鈴鹿市入札監

視委員会 

入札又は契約の手続及び再苦情処理申立

てに係る調査審議に関する事務 

６人以内 ２年 

鈴鹿市地域福

祉計画審議会 

社会福祉法（平成２６年法律第４５号）

第１０７条に規定する市町村地域福祉計

画の策定その他の地域福祉の推進に係る

審議に関する事務 

１５人以内 ２年 

鈴鹿市障害者

地域自立支援

協議会 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第８８条第１項に規定する

２５人以内 ２年 



市町村障害福祉計画の策定等に係る審議

，同法第８９条の３第１項に基づく障害

 者等への支援の体制の整備を図るための

協議等に関する事務 

  

鈴鹿市障害者

施策推進協議

会 

障害者基本法（昭和４５年法律第８４号

）第３６条第４項に規定する市町村障害

者計画の策定その他の障害者施策の推進

に係る審議に関する事務 

２０人以内 ２年 

鈴鹿市養護老

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条第１項第１号の規定に基づく

養護老人ホームへの入所措置に係る審査

及び判定に関する事務 

７人以内 ２年 

鈴鹿市高齢者

施策推進協議

会 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第１１５条の４８第１項に基づく地域包

括ケアシステムの実現に向けた社会基盤

の整備に関する施策の推進に係る調査審

議及び老人福祉法第２０条の８第１項に

規定する市町村老人福祉計画の策定その

他の高齢者福祉の推進に係る審議に関す

る事務 

３０人以内 １年 

鈴鹿市放課後

子ども総合プ

ラン運営委員

会 

放課後対策事業の運営方策等に係る調査

検討に関する事務 

１０人以内 １年 

鈴鹿市要保護

児童等・ＤＶ

対策地域協議

会 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号

）第２５条の２第２項の規定に基づく協

議及び児童虐待等の総合的な施策の推進

に係る調査審議に関する事務 

５０人以内 ２年 

鈴鹿市健康づ 健康増進法（平成１４年法律第１０３号 ２０人以内 ２年 



くり推進協議

会 

）第８条第２項に規定する市町村健康増

進計画の策定その他の健康増進について

 の重要事項に係る調査審議に関する事務   

鈴鹿市予防接

種運営委員会 

予防接種の円滑な運営，事故防止及び健

康被害に係る調査審議に関する事務 

１０人以内 ２年 

鈴鹿市地域公

共交通会議 

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号

）及び道路運送法施行規則（昭和２６年

運輸省令第７５号）の規定に基づく地域

の実情に即した輸送サービスの実現に必

要な事項に係る協議に関する事務 

３０人以内 ２年 

鈴鹿市地産地

消推進協議会 

地産地消の推進についての重要事項に係

る調査審議に関する事務 

１２人以内 ２年 

鈴鹿市新名神

高速道路（仮

称）鈴鹿ＰＡ

スマートＩＣ

地区協議会 

新名神高速道路（仮称）鈴鹿パーキング

エリアスマートインターチェンジの設置

，管理，運営その他必要な事項に係る審

議に関する事務 

１８人以内 ２年 

２ 教育委員会の附属機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 委員の任期

鈴鹿市スポー

ツ推進審議会 

スポーツ基本法（平成２３年法律第７８

号）第３１条に基づく鈴鹿市スポーツ推

進計画その他のスポーツの推進について

の重要事項に係る調査審議に関する事務

１５人以内 委嘱され，

又は任命さ

れた日から

調査審議に

関する事務

が終了する

まで 

鈴鹿市就学支

援委員会 

支援を要する児童生徒の就学に係る審議

に関する事務 

２５人以内 １年 
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