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○大津市附属機関設置条例 

平成２４年１０月１１日 

条例第４９号 

 改正 平成２４年１２月２５日条例第６３号 平成２５年３月２２日条例第２４号 

 平成２５年３月２２日条例第３８号 平成２５年６月２４日条例第４７号 

 平成２５年１１月１３日条例第６３号 平成２６年３月１７日条例第１３号 

 平成２６年３月１７日条例第１５号 平成２６年６月２３日条例第５１号 

 平成２６年１２月１９日条例第９１号 平成２７年３月１６日条例第３号 

 平成２７年３月１６日条例第１２号 平成２７年６月２４日条例第６７号 

 平成２７年９月２８日条例第７９号 平成２７年９月２８日条例第８２号 

 平成２７年１２月２４日条例第９８号 平成２８年３月２９日条例第１６号 

 平成２８年６月２９日条例第６１号 平成２８年１２月２１日条例第９０

号 

 平成２８年１２月２１日条例第９６号 平成２９年３月２１日条例第５号 

 平成２９年６月３０日条例第２９号 平成２９年１２月２２日条例第５４

号 

 平成３０年６月２９日条例第４１号 令和元年７月２日条例第２号 

 令和元年７月２日条例第３号 令和元年７月２日条例第４号 

 令和２年７月２日条例第４０号 令和２年７月２日条例第４１号 

（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

は他の条例に定めがあるもののほか、執行機関の附属機関を別表のとおり設置する。 

（担任事項等） 

第２条 附属機関の担任する事項、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。 

（委嘱等） 

第３条 附属機関の委員は、別表の委員の構成欄に掲げる者のうちから、当該附属機関の属する

執行機関が委嘱し、又は任命する。ただし、同表の委員の構成欄の規定により、執行機関が行

う委員の公募に応募した市民（本市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。以下

この条及び別表委員の構成の欄において同じ。）のうちから委員を委嘱する場合において、当

該公募を実施しても応募者がなかったとき、又は適任者がなかったときは、公募によらず、市
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民のうちから委員を委嘱し、又は執行機関が行う委員の公募に応募した者のうちから委員を委

嘱しないことができる。 

（平２４条例６３・一部改正） 

（委任） 

第４条 前２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 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表市長の部大津市庁舎整備計画検討委員会の

項の規定は、規則で定める日（平成２４年１２月２０日―平成２４年規則第１１９号）から施行

する。 

附 則（平成２４年１２月２５日条例第６３号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２５年１月１日から施行する。ただし、別表市長の部大津市庁舎整備

計画検討委員会の項の次に次のように加える改正規定（同部大津市行政改革推進委員会の項に

係る部分に限る。）、同表に次のように加える改正規定（同表教育委員会の部大津市心身障害

児就園就学指導委員会の項に係る部分に限る。）及び次条の規定（同表市長の部大津市行政改

革推進委員会の項に係る部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

（委員の委嘱の特例） 

第２条 改正後の別表市長の部大津市行政改革推進委員会の項、大津市公共施設マネジメント推

進委員会の項、大津市協働提案事業審査委員会の項、大津市パワーアップ・市民活動応援事業

審査委員会の項、大津市湖都文化推進審議会の項及び大津市健康おおつ２１（第２次計画）策

定委員会の項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に委嘱する委員については、

これらの項の規定中「市長が行う委員の公募に応募した市民」とあるのは「市民のうちから市

長が指名する者」とする。 

附 則（平成２５年３月２２日条例第２４号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（大津市中小企業金融審査委員会条例等の廃止） 

第２条 次に掲げる条例は、廃止する。 

（１） 大津市中小企業金融審査委員会条例（昭和３１年条例第２６号） 
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（２） 大津市特別職報酬等審議会条例（昭和３９年条例第４５号） 

（３） 大津市通学区域審議会条例（昭和４９年条例第４４号） 

（４） 大津市住居表示審議会条例（昭和５４年条例第１号） 

（５） 大津市スポーツ推進審議会条例（昭和５６年条例第２号） 

（６） 大津市景観審議会条例（平成１８年条例第９号） 

（７） 大津市危険物保安審議会条例（平成２０年条例第７号） 

（経過措置） 

第３条 前条の規定による廃止前の大津市中小企業金融審査委員会条例第１条の規定により置か

れた大津市中小企業金融審査委員会（以下「旧大津市中小企業金融審査委員会」という。）、

大津市通学区域審議会条例第１条の規定により置かれた大津市通学区域審議会（以下「旧大津

市通学区域審議会」という。）、大津市住居表示審議会条例第１条の規定により置かれた大津

市住居表示審議会（以下「旧大津市住居表示審議会」という。）、大津市スポーツ推進審議会

条例第１条の規定により置かれた大津市スポーツ推進審議会（以下「旧大津市スポーツ推進審

議会」という。）、大津市景観審議会条例第１条の規定により置かれた大津市景観審議会（以

下「旧大津市景観審議会」という。）又は大津市危険物保安審議会条例第１条の規定により置

かれた大津市危険物保安審議会（以下「旧大津市危険物保安審議会」という。）は、この条例

の施行の日をもって、それぞれ改正後の大津市附属機関設置条例（以下「新条例」という。）

第１条の規定により置かれる大津市中小企業金融審査委員会、大津市通学区域審議会、大津市

住居表示審議会、大津市スポーツ推進審議会、大津市景観審議会又は大津市危険物保安審議会

となり、同一性をもって存続するものとする。 

２ この条例の施行の際現に旧大津市中小企業金融審査委員会、旧大津市通学区域審議会、旧大

津市住居表示審議会、旧大津市スポーツ推進審議会、旧大津市景観審議会又は旧大津市危険物

保安審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、新条例第３条の規定により委嘱し、又

は任命されたものとみなす。 

附 則（平成２５年３月２２日条例第３８号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年６月２４日条例第４７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年１１月１３日条例第６３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成２６年３月１７日条例第１３号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月１７日条例第１５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（大津市附属機関設置条例の一部改正に伴う経過措置） 

１１ 前項の規定による改正前の大津市附属機関設置条例の規定による大津市スポーツ推進審議

会及びその委員は、同項の規定による改正後の大津市附属機関設置条例の規定による大津市ス

ポーツ推進審議会及びその委員となり、同一性をもって存続するものとする。 

（委任） 

１２ この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。 

附 則（平成２６年６月２３日条例第５１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月１９日条例第９１号） 

この条例は、規則で定める日（平成２７年２月６日―平成２７年規則第５号）から施行する。 

附 則（平成２７年３月１６日条例第３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１６日条例第１２号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年６月２４日条例第６７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年９月２８日条例第７９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年９月２８日条例第８２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２４日条例第９８号） 

この条例は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２９日条例第１６号） 
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この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、別表教育委員会の部大津市心身障害

児就園就学指導委員会の項の改正規定は、同年５月１５日から施行する。 

附 則（平成２８年６月２９日条例第６１号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表市長の部大津市民間社会福祉施設等整備事

業審査委員会の項の次に次のように加える改正規定は平成２８年７月１日から、別表に次のよう

に加える改正規定は同年８月１日から施行する。 

附 則（平成２８年１２月２１日条例第９０号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、地方独立行政法人市立大津市民病院（以下「法人」という。）の成立の日から

施行する。 

附 則（平成２８年１２月２１日条例第９６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２１日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表市長の部大津市美術展覧会審議会の項を削

る改正規定は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年６月３０日条例第２９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年１２月２２日条例第５４号） 

この条例は、平成３０年１月１日から施行する。 

附 則（平成３０年６月２９日条例第４１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年７月２日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年７月２日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年７月２日条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年７月２日条例第４０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年７月２日条例第４１号） 
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この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第１条、第２条関係） 

（平２５条例２４・平２５条例３８・平２５条例４７・平２５条例６３・平２６条例１

３・平２６条例１５・平２６条例５１・平２６条例９１・平２７条例３・平２７条例６

７・平２７条例７９・平２７条例８２・平２７条例９８・平２８条例１６・平２８条例

６１・平２８条例９０・平２８条例９６・平２９条例５・平２９条例２９・平２９条例

５４・平３０条例４１・令元条例２・令元条例３・令元条例４・令２条例４０・令２条

例４１・一部改正） 

附属機関の

属する執行

機関 

名称 担任する事項 委員の定

数 

委員の構成 

市長 大津市行政改

革推進委員会 

行政改革に関する基本方針及

び計画の策定並びに行政改革

の推進に関し必要な事項を調

査審議すること。 

12人以内 学識経験を有する者、公益活

動団体関係者、事業者団体等

から選出された者及び市長が

行う委員の公募に応募した市

民 

大津市公共施

設マネジメン

ト推進委員会 

公共施設に関する基本方針及

び計画の策定並びに公共施設

の管理の最適化その他のマネ

ジメントの推進に関し必要な

事項を調査審議すること。 

6人以内 学識経験を有する者、公益活

動団体関係者、事業者団体か

ら選出された者及び市長が行

う委員の公募に応募した市民 

大津市特別職

報酬等審議会 

議員報酬の額、市長及び副市

長の給料の額並びに地方自治

法第100条第14項の政務活動

費の額に関し必要な事項を調

査審議すること。 

10人以内 学識経験を有する者、市民団

体から選出された者、福祉関

係団体から選出された者、事

業者団体等から選出された者

及び市長が行う委員の公募に

応募した市民 

大津市農業委

員会委員候補

大津市農業委員会の委員の候

補者を選考等すること。 

5人以内 農業関係団体から選出された

者、農業を営む者及び関係行
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者選考委員会 政機関から選出された者 

大津市民間提

案型アウトソ

ーシング事業

審査委員会 

事業者等からの提案を受けて

外部委託等を行う事業の選定

等のために必要な事項を審査

等すること。 

6人以内 学識経験を有する者及び市職

員 

大津市入札監

視委員会 

市長が発注する工事等の入札

及び契約手続の適正化を図る

ために必要な事項を調査審議

すること。 

5人以内 学識経験を有する者 

大津市スポー

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関す

る重要事項を調査審議するこ

と。 

15人以内 学識経験を有する者、市民団

体から選出された者、スポー

ツ関係団体から選出された

者、関係事業者から選出され

た者及び市長が行う委員の公

募に応募した市民 

大津市湖都文

化推進審議会 

大津市文化振興計画に基づく

文化振興施策を推進するため

に必要な事項を調査審議する

こと。 

10人以内 学識経験を有する者、教育関

係者、芸術・文化関係団体か

ら選出された者、観光関係団

体から選出された者、関係事

業者から選出された者及び市

長が行う委員の公募に応募し

た市民 

大津市住居表

示審議会 

住居表示の実施を円滑かつ合

理的に推進するために必要な

事項を調査審議すること。 

10人以内 市民団体から選出された者、

関係事業者から選出された

者、関係行政機関から選出さ

れた者、市長が行う委員の公

募に応募した市民及び市職員 

大津市民間社

会福祉施設等

子ども・子育て支援法（平成

24年法律第65号）の規定に基

8人以内 学識経験を有する者及び市職

員 
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整備事業審査

委員会 

づく特定教育・保育施設等の

確認を受けて事業を行うため

に施設等の整備を行おうとす

る者及び本市から補助金の交

付を受けて社会福祉施設等の

整備を行おうとする者の事業

計画を審査等すること。 

大津市老人ホ

ーム入所判定

委員会 

養護老人ホーム及び特別養護

老人ホームへの入所の委託の

措置等に関し必要な事項を審

査すること。 

5人 医師、老人福祉施設長及び市

職員 

大津市福祉有

償運送運営協

議会 

特定非営利活動法人等による

福祉有償運送の必要性及び収

受する対価に関する事項等を

調査審議すること。 

15人以内 学識経験を有する者、タクシ

ー等の事業者又は運転者が組

織する団体から選出された

者、福祉有償運送を行う特定

非営利活動法人等から選出さ

れた者、関係行政機関から選

出された者、福祉関係団体か

ら選出された者及び市職員 

大津市地域包

括支援センタ

ー運営協議会 

地域包括支援センターの公正

かつ中立的な運営を図るため

に必要な事項を調査審議する

こと。 

10人以内 学識経験を有する者、市民団

体から選出された者及び医療

福祉の関係機関又は団体から

選出された者 

大津市地域密

着 型 サ ー ビ

ス・施設サービ

ス審査委員会 

介護保険法（平成9年法律第

123号）の規定に基づき、指定

地域密着型サービス事業者等

の指定等を受けようとする者

の事業計画を審査等するこ

と。 

12人以内 学識経験を有する者、介護サ

ービス事業者（大津市介護保

険条例（平成18年条例第13号）

第4条に規定する介護サービ

ス事業者をいう。）、市民団

体から選出された者及び市職
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員 

大津市予防接

種健康被害調

査委員会 

予防接種に起因して発生した

健康被害及びその事後対策に

ついて必要な事項を調査審議

すること。 

5人以内 学識経験を有する者、医療関

係団体から選出された者及び

市職員 

大津市予防接

種協議会 

予防接種事業の円滑な実施の

ために必要な事項を調査審議

すること。 

9人以内 学識経験を有する者、医療関

係団体から選出された者及び

市職員 

大津市肺がん

結核検診協議

会 

肺がん結核検診を円滑に実施

するために必要な事項を調査

審議すること。 

7人以内 学識経験を有する者及び医療

関係団体から選出された者 

大津市消化器

がん検診協議

会 

消化器がん検診（胃がん検診

を除く。）を円滑に実施する

ために必要な事項を調査審議

すること。 

7人以内 学識経験を有する者及び医療

関係団体から選出された者 

大津市胃がん

検診協議会 

胃がん検診を円滑に実施する

ために必要な事項を調査審議

すること。 

5人以内 学識経験を有する者及び医療

関係団体から選出された者 

大津市歯科保

健推進協議会 

歯科保健事業を円滑に実施す

るために必要な事項を調査審

議すること。 

7人以内 医療関係団体から選出された

者及び関係行政機関から選出

された者 

大津市乳がん

検診協議会 

乳がん検診を円滑に実施する

ために必要な事項を調査審議

すること。 

5人以内 学識経験を有する者及び医療

関係団体から選出された者 

大津市中小企

業金融審査委

員会 

市内中小企業者の経営の安定

と体質改善に必要な資金の融

資をあっせんするために必要

な事項を審査すること。 

10人以内 学識経験を有する者及び商工

関係団体から選出された者 

大津市森林整森林法（昭和26年法律第2497人以内 学識経験を有する者、事業者
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備推進審議会 号）第10条の5の規定に基づく

森林整備計画の策定等及び林

業の振興を図るために必要な

事項を調査審議すること。 

団体から選出された者及び関

係行政機関から選出された者 

大津市農政審

議会 

農業経営基盤強化促進法（昭

和55年法律第65号）第12条第1

項の規定に基づく農業経営改

善計画の認定等に係る審査を

行うとともに、農業振興地域

の整備に関する法律（昭和44

年法律第58号）第8条第1項の

規定に基づく農業振興地域整

備計画の策定その他農業振興

施策の推進を図るために必要

な事項を調査審議すること。 

7人以内 農業関係団体から選出された

者、農業を営む者及び関係行

政機関から選出された者 

大津市景観審

議会 

本市における良好な景観の形

成を推進するために必要な事

項を調査審議すること。 

20人以内 学識経験を有する者、関係事

業者から選出された者、関係

行政機関から選出された者及

び市長が行う委員の公募に応

募した市民 

大津市都市公

園 等 施 設 整

備・運営事業審

査委員会 

民間事業者からの提案を受け

て都市公園等の施設整備・運

営事業を実施するために必要

な事項を審査等すること。 

9人以内 学識経験を有する者及び市職

員 

大津市危険物

保安審議会 

危険物の製造、貯蔵及び取扱

いに関する安全の確保並びに

危険物に係る事故の防止の推

進に関し必要な事項を調査審

議すること。 

10人以内 学識経験を有する者、事業所

の消防保安担当者及び市長が

行う委員の公募に応募した市

民 
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大津市メディ

カルコントロ

ール協議会 

救急業務の円滑な遂行及び市

民の救命率向上のために必要

な事項を調査審議すること。 

10人以内 救急医療の関係機関又は団体

等が推薦する者、関係行政機

関から選出された者及び市職

員 

教育委員会 大津市通学区

域審議会 

市立学校の通学区域の適正化

を図るために必要な事項を調

査審議すること。 

12人以内 学識経験を有する者、市民団

体から選出された者、教育関

係団体から選出された者及び

市職員 

大津市立小中

学校いじめ等

事案対策検討

委員会 

市立小学校及び中学校の児童

及び生徒の生命、心身又は財

産に重大な被害が生じた疑い

のある事案に係る事実関係を

明確にし、及びその解決を図

るために必要な事項を調査審

議すること。 

6人以内 学識経験を有する者 

大津市教科用

図書選定審議

会 

市立小学校及び中学校で使用

する教科用図書の選定のため

に必要な事項を調査審議する

こと。 

6人以内 学識経験を有する者、教育関

係団体から選出された者及び

市職員 

大津市立小中

学校教員不祥

事防止対策検

討委員会 

市立小学校及び中学校の教員

の不祥事を防止するために講

ずべき実質的な対策に関し必

要な事項を調査審議するこ

と。 

6人以内 学識経験を有する者及び市職

員 

大津市特別支

援教育対象児

等教育支援委

員会 

特別支援教育の対象となる幼

児、児童及び生徒の適正な就

園又は就学を図るとともに、

これらの者に対する適切な支

援を実施するために必要な事

20人以内 学識経験を有する者、関係行

政機関から選出された者及び

市職員 
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項を調査審議すること。 

大津市立学校

結核対策審議

会 

市立学校における結核対策の

ために必要な事項を調査審議

すること。 

16人以内 医療関係団体から選出された

者及び市職員 

大津市歴史博

物館収蔵品収

集審査会 

大津市歴史博物館に収蔵する

資料の収集に関し必要な事項

を調査審議すること。 

5人以内 学識経験を有する者 

 


