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○鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例 

平成27年６月29日条例第18号 

改正 

平成27年12月22日条例第38号 

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て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て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 臨時委員又は専門委員の任期は，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 
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（施行期日） 

第１条 この条例は，平成27年７月１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３月31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６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。 

附 則（平成27年12月22日条例第38号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成28年４月１日から施行する。 

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）の規定により

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項の

規定により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項の規定により市長が定める大綱

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
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の審議等に関する事務 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項に規定する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 

25人以内 ２年 

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11条第３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号に掲げる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 

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の

推進に関する法律（平成25年法律第112号）第４条第

４項に規定する地域包括ケアシステムの構築に向け

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

項に規定する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 

鈴鹿市健康づくり

推進協議会 

健康増進法（平成14年法律第103号）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 

20人以内 ２年 

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）並びに地域公共

交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第

59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Ｐ

Ａ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 
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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10条第１項

に規定する地方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 

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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○鈴鹿市高齢者施策推進協議会規則 

平成28年７月26日規則第72号 

鈴鹿市高齢者施策推進協議会規則 

（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，鈴鹿市高齢者施策推進協議会（以

下「協議会」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) 必要な支援を受けることが困難な高齢者の個別課題の解決に関すること。 

(２) 高齢者施策に係る地域課題の明確化に関すること。 

(３) 地域の関係機関の連絡及び調整に関すること。 

(４) 地域のネットワークの形成及び社会資源等の開発に関すること。 

(５) 地域包括ケアシステムの構築に向けた政策形成に関すること。 

(６) 介護予防及び生活支援サービスの調整に関すること。 

(７) 鈴鹿市高齢者計画作成のための，基本的方向に関すること。 

(８) 鈴鹿市高齢者計画の進捗管理に関すること。 

(９) 前各号に掲げるもののほか，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し，又は任命する。 

(１) 学識経験者 

(２) 医療，福祉及び保健関係者 

(３) 関係行政機関の職員 

(４) 前３号に掲げる者のほか，市長が必要と認める者 

（推進会議及び委員会） 

第４条 協議会に鈴鹿市地域ケア推進会議（以下「推進会議」という。）及び鈴鹿市高齢者福祉計画

策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 推進会議は第２条各号に掲げる協議会の担任事務の細目のうち同条第１号から第６号まで及び第

９号の事項について調査審議するものとし，委員会は当該担当事務の細目のうち同条第７号から第

９号までの事項について調査審議するものとする。 

３ 推進会議及び委員会に属する委員は，市長が指名する。 

第５条 推進会議に議長を置き，当該推進会議に属する委員の互選により選任する。 

２ 議長は，推進会議の事務を掌理する。 

３ 議長に事故があるときは，推進会議に属する委員のうちから議長があらかじめ指名する者が，そ

の職務を代理する。 

４ 条例第７条の規定は，推進会議の運営に準用する。 

５ 前各項の規定は，委員会について準用する。この場合において，前各項の規定中「推進会議」と

あるのは「委員会」と，第１項，第２項及び第３項中「議長」とあるのは「委員長」と読み替える

ものとする。 

（意見の聴取） 

第６条 協議会は，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，意見を聴くこ

とができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は，健康福祉部健康福祉政策課において処理する。 

（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか，議事の手続その他協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，公布の日から施行する。 
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