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附属機関等の見直しの考え方について                                       
 

１ 見直しの目的等 

本市は、「最幸のまち かわさき」の実現に向け、新たな総合計画に位置付ける政策・施策を

着実に推進すると同時に、将来にわたり、持続可能な行財政基盤を構築していくため、「スクラ

ップ・スクラップ・アンド・ビルド」を徹底し、聖域なく政策・施策の再構築、事務・サービス

等の廃止・見直しを進めていくこととしている。 

こうした中、社会情勢の変化により、附属機関等の設置の必要性が低下してきたものや、設置

目的が類似しているものなども存在しており不断の見直しが不可欠となっている。 

また、最高裁の判例はないが、法律又は条例によらない職員以外の外部者が参加した懇話会等

につき、下級審判決では、附属機関であるのと判決がなされ、すでにさいたま市、横浜市、京都

市なども同様の見直しを実施している。 

こうした状況を踏まえ、事務・サービス等の見直しに先行して、附属機関等の見直しを実施す

る。 

 

２ 見直しの考え方 

○ 社会情勢の変化などにより設置の必要性の低いものや活動が不活発なものは廃止する。 

○ 法律又は条例により設置する「附属機関」と要綱等により設置する「懇談会」に区分し、現

在の「協議会等」を「附属機関」と「懇談会」などに分類する。 

○ 設置目的が類似するものや関係性が高いものは整理統合する。 

 

 
 

 

 

３ 今後の附属機関等の考え方 

（１）附属機関 

地方自治法第 138 条の４第３項に基づき、法律又は条例の定めるところにより設置する機関 

【地方自治法第 138 条の４第３項】 

３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自

治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関

を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 
附属機関として位置づけるべきものの審議内容等 

（ア）事業者等を選定・評価・審査するもの 

（イ）施策等のあり方を検討するもの 

（ウ）表彰に関するもの 

（エ）行政運営に関するもの 

（オ）紛争等に関するもの 

（２）懇談会 

懇談会は、本市が抱える個別具体的な課題等に対し、専門知識の導入、市政に対する市民意見の

反映等を目的として、市民や有識者等から意見を聴取するものとする。 

 

（イメージ図）    【附属機関】      【懇談会】 

         

 

（３）連絡調整会議、イベント等の実行委員会 

関係者間の円滑な情報交換を目的とするものなどであり、取り扱いは従前と変更ないが、事務の

見直し・廃止等の対象として、整理統合を進める。 

 

４ 今後のスケジュール 

附属機関に移行するものは、平成 27 年第 1 回定例会への議案提出を目指し庁内調整を進める。 
また、平成 27 年 3 月に公表を予定している「事務・サービス等の見直しの考え方」にも本内容

を反映し、平成 27 年度以降も、引き続き不断の見直しを進め、より効率的・効果的な運用を実施

していく。 
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附属機関（平成２６年４月１日時点）

名　　称 名　　称 名　　称

(設置年月日） (設置年月日） (設置年月日）

1
川崎市名誉市民推薦審議会
昭和46.8.1 設置

条例 31
川崎市児童福祉審議会
昭和47.4.1 設置

必置 61
川崎市建築審査会
昭和26.10.10 設置

必置

2
川崎市行政区画審議会
昭和46.8.1 設置

条例 32
川崎市消費者行政推進委員会
昭和50.3.20 設置

条例 62
川崎市開発審査会
昭和47.4.1 設置

必置

3
川崎市情報公開・個人情報保護審査会
平成17.4.1 設置

条例 33
川崎市大規模小売店舗立地審議会
平成12.6.1 設置

条例 63
川崎市建築等紛争調停委員会
平成16.1.1 設置

条例

4
川崎市情報公開運営審議会
平成17.4.1 設置

条例 34
川崎市勤労者福祉共済運営協議会
昭和49.6.26 設置

条例 64
川崎市都市計画審議会
平成12.4.1 設置

必置

5
川崎市資産公開等審査会
平成5.9.1 設置

条例 35
川崎市生活文化会館運営委員会
平成8.10.21 設置

条例 65
川崎市都市景観審議会
平成7.4.1 設置

条例

6
川崎市職員懲戒審査委員会
昭和22．8．20設置

必置 36
川崎市立労働会館運営委員会
平成10.9.1 設置

条例 66
川崎市地区まちづくり審議会
平成22.4.1 設置

条例

7
川崎市特別職報酬等審議会
昭和43.3.30 設置

条例 37
川崎市中央卸売市場開設運営協議会
昭和47.4.1 設置

努力・できる 67
川崎市住宅政策審議会
平成12.4.1 設置

条例

8
川崎市公務災害補償等認定委員会
昭和43.2.1 設置

条例 38
川崎市中央卸売市場北部取引委員会
平成12.6.1 設置

努力・できる 68
川崎都市計画事業登戸土地区画整理審議会
昭和63.12.16 設置

必置

9
川崎市公務災害補償等審査会
昭和43.2.1 設置

必置 39
川崎市地方卸売市場南部市場運営審議会
平成19.4.1　設置

条例 69
川崎市屋外広告物審議会
昭和47.4.1 設置

条例

10
川崎市退職年金審査会
昭和30.1.1 設置

条例 40
川崎市環境審議会
平成16.11.1 設置

努力・できる 70
川崎市自転車等駐車対策協議会
平成7.4.1 設置

努力・できる

11
川崎市防災会議
昭和38.3.19 設置

必置 41
川崎市環境影響評価審議会
平成12.12.1 設置

条例 71
川崎港港湾審議会
昭和49.4.1 設置

必置

12
川崎市国民保護協議会
平成17.12.22 設置

必置 42
川崎市介護認定審査会
平成11.9.6 設置

必置
72～
78

川崎市区民会議 （各区に設置　７）
平成18.4.1 設置

条例

13
川崎市土地利用審査会
昭和49.10.8 設置

必置 43
川崎市介護保険運営協議会
平成12.7.25 設置

条例 79
教育文化会館運営審議会
昭和42.4.1 設置

努力・できる

14
川崎市作業報酬審議会
平成23.3.1設置

条例 44
川崎市食育推進会議
平成19．4．1設置

努力・できる 80～85
市民館運営審議会（市民館ごとに設置 ６）
昭和63.4.1 設置

努力・できる

15
川崎市交通安全対策会議
昭和46.4.1 設置

努力・できる 45
川崎市成人ぜん息患者医療費助成認定審査会
平成18．11．1設置

条例 86～92
川崎市保健所運営協議会（保健所ごとに設置　7）
昭和29.4.1 設置ほか

努力・できる

16
川崎市指定特定非営利活動法人審査会
平成24.７.１設置

条例 46
川崎市公害健康被害認定審査会
昭和49.9.21 設置

必置 93
川崎市大山街道ふるさと館運営協議会
平成4.8.1 設置

条例

17
川崎市外国人市民代表者会議
平成8.12.1 設置

条例 47
川崎市公害健康被害補償診療報酬等審査会
昭和49.9.21 設置

条例 94
川崎市有馬・野川生涯学習支援施設運営協議会
平成21.11.12設置

条例

18
川崎市男女共同参画センター運営委員会
平成11.12.16 設置

条例 48
川崎市感染症診査協議会
平成11.4.1 設置

必置 95
川崎市市民オンブズマン
平成2.11.1 設置

条例

19
川崎市男女平等推進審議会
平成14.2.19 設置

条例 49
川崎市予防接種運営委員会
昭和46.4.1 設置

条例 96
川崎市人権オンブズパーソン
平成14.4.1 設置

条例

20
川崎市子どもの権利委員会
平成13.9.20 設置

条例 50
川崎市血液対策協議会
昭和45.7.1 設置

条例 97
学校運営協議会
平成18.12.1設置

努力・できる

21
川崎市スポーツ推進審議会
平成24.1.1 設置

努力・できる 51
川崎市地域医療審議会
昭和51.4.1 設置

条例 98
川崎市社会教育委員
昭和24.7.1 設置

努力・できる

22
川崎市平和館運営委員会
平成4.4.1 設置

条例 52
川崎市社会福祉審議会
昭和47.4.1 設置

必置 99
川崎市文化財審議会
昭和34.9.22 設置

努力・できる

23
川崎市文化芸術振興会議
平成17.10.1 設置

条例 53
川崎市民生委員推薦会
昭和28.10.1 設置

必置 100
川崎市総合教育センター運営委員会
昭和61.5.1 設置

条例

24
川崎市岡本太郎美術館協議会
平成12.2.1設置

条例 54
川崎市国民健康保険運営協議会
昭和33.4.1 設置

必置 101
川崎市立図書館協議会
平成10.6.1 設置

努力・できる

25
川崎市市民ミュージアム協議会
平成18.10.1設置

条例 55
川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター運営協議会
昭和47.2.1 設置

条例 102
川崎市立日本民家園協議会
昭和60.4.1 設置

努力・できる

26
川崎市子ども・子育て会議
平成25.7.1 設置

努力・できる 56
川崎市障害者施策審議会
昭和47.4.1 設置

必置 103
川崎市青少年科学館協議会
昭和47.7.1 設置

努力・できる

27
川崎市青少年問題協議会
昭和33.12.3 設置

努力・できる 57
川崎市身体障害者更生資金貸付審査会
昭和33.4.1 設置

条例
※１～９６　市長の附属機関　９７～１０３　教育委員会の附属機関

28
川崎市青少年の家運営協議会
昭和63.7.9 設置

条例 58
川崎市障害支援区分認定審査会
平成１８.４.１ 設置

必置 必置 20

29
川崎市少年自然の家運営協議会
昭和52.8.1 設置

条例 59
川崎市精神保健福祉審議会
平成8.4.1 設置

努力・できる 努力・できる 30

30
川崎市黒川青少年野外活動センター運営協議会
平成3.8.1 設置

条例 60
川崎市精神医療審査会
平成8.4.1 設置

必置 条例 53

位置付け位置付け 位置付け
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協議会等（平成２６年４月１日時点）
名　　称 名　　称 名　　称

(設置年月日） (設置年月日） (設置年月日）

1
川崎市政９０周年記念表彰選考委員会
平成26.3.25設置

46
川崎市母子保健運営協議会
昭和59.4.1 設置

76
川崎市救急医療情報システム運営委員会
昭和63.7.20 設置

2
川崎市公衆無線ＬＡＮ環境整備検討委員会
平成26.2.24設置

47
小児特定疾患協議会
平成10.10.1 設置

77
川崎市精度管理専門委員会
平成9.4.1 設置

3
川崎市退職職員の再就職候補者選考委員会
平成26.3.19設置

48
特定不妊治療費助成事業協議会
平成18.3.30 設置

78
川崎市小児救急医療連絡協議会
平成14.6.13設置

4
防災協力連絡会
平成20.3.26設置

49
川崎市放課後子どもプラン推進委員会
平成19．8.1設置

79
川崎市医療安全相談センター運営協議会
平成15.8.1設置

5
原子力施設安全対策協議会
平成4.4.8設置

50
川崎市産業振興協議会
平成7.10.3 設置

80
川崎市周産期医療運営専門会議
平成18.4.14設置

6
自主防災活動功労者表彰選考会
平成12.4.1設置

51
川崎市食の安全確保対策協議会
平成18.3.16 設置

81
救急搬送受入専門会議
平成23.4.1設置

7～22
民間活用推進委員会（各局区に設置　１６）
平成22.6.1設置

52
川崎市中小企業金融対策委員会
昭和25.8.5 設置

82
川崎市災害時医療体制検討委員会
平成25.4.1設置

23
川崎市政策評価委員会
平成17.5.23設置

53
かわさき「農」の新生プラン推進会議
平成17.5.24 設置

83
川崎市ホームレス自立支援推進市民協議会
平成16.8.25設置

24
川崎市事業評価検討委員会
平成10.11.10設置

54
かわさきマイスター選考委員会
平成9.7.2 設置

84
川崎市地域福祉計画推進検討会議
平成17.10.31設置

25
川崎市自治推進委員会
平成19.2.7 設置

55
川崎市労働問題協議会
昭和42.4.1 設置

85
川崎市障害者雇用推進会議
平成20.１０.２１ 設置

26
川崎市市民活動支援指針改訂検討委員会
平成25.8.12設置

56
川崎市労働災害防止研究集会運営委員会
昭和42.4.1 設置

86
川崎市心身障害者福祉事業基金運営委員会
平成元.2.17 設置

27
川崎市の財政に関する研究会
平成20. 10. 21設置

57
川崎市技能功労者等選考委員会
昭和63.4.1 設置

87
川崎市精神保健福祉センター判定会
平成19.4.1 設置

28
川崎市資産改革検討委員会
平成22.3.18 設置

58
川崎市地球温暖化防止活動推進センター選考委員会
平成22.11.4設置

88
川崎市バリアフリーのまちづくり推進協議会
平成14.7.31 設置

29
川崎市政府調達苦情検討委員会
平成8.1.1 設置

59
川崎市温室効果ガス排出量ライフサイクル評価委員会
平成25.4.1設置

89
川崎駅周辺地区荷さばき対策検討協議会
平成24.３.12設置

30
入札監視委員会
平成14.4.1 設置

60
環境パートナーシップかわさき
平成13.2.14 設置

90
川崎市地域公共交通会議
平成20.7.28設置

31
川崎市自治功労者選考委員会
昭和63.11.18 設置

61
川崎市ごみ減量推進市民会議
平成19.1.31 設置

91
川崎市耐震改修構造判定検討委員会
平成19．7．1設置

32
川崎市市民活動推進委員会
平成13.6.5 設置

62
川崎市廃棄物処理施設専門家会議
平成10.10.1設置

92
川崎市宅地耐震化推進事業検討委員会
平成24.2.24設置

33
かわさき人権施策推進協議会
平成11.12.6 設置

63
汚染土壌処理業施設専門家会議
平成22.4.1設置

93
川崎市多摩川プラン推進会議
平成19.7.17設置

34
川崎市外国人市民代表者会議代表者選考委員会
平成 8.10.28設置

64
川崎市福祉サービス第三者評価推進事業推進委員会
平成23.2.1設置

94
川崎区健康づくり推進会議
平成18.3.1 設置

35
川崎市多文化共生施策検討委員会
平成17.8.17設置

65
川崎市福祉有償運送運営協議会
平成 17.5.20  設置

95
川崎区地域福祉計画推進委員会
平成18.3.1 設置

36
平和推進補助事業選定委員会
平成18.4.1 設置

66
市民健康づくり運動推進会議
昭和53.9.1 設置

96
川崎区地域包括支援センター運営協議会
平成18.7.1 設置

37
川崎市広報モニター委員会
平成17.4.1設置

67
川崎市歯科保健・医療・福祉・推進協議会
平成7.7.20 設置

97
川崎区こども総合支援ネットワーク会議
平成18.3.23 設置

38
川崎市イメージアップ事業認定審査会
平成17.12.20 設置

68
川崎市市民葬儀運営協議会
昭和46.12.1 設置

98
いきいきかわさき区民提案事業審査委員会
平成21.3.1 設置

39
文化賞等選考委員会
昭和47.4.1 設置

69
川崎市乳がん検診精度管理委員会
平成17.10.1 設置

99
幸区提案型協働推進事業審査委員会
平成20.4.1 設置

40
かわさき市美術展運営委員会
平成22.7.12設置

70
川崎市胃がん内視鏡検診精度管理委員会
平成24.5.1 設置

100
幸区健康づくり推進会議
平成18.6.1 設置

41
川崎市市民ミュージアム資料等収集委員会
平成元.4.1設置

71
川崎市地域・職域連携推進協議会
平成19.3.30 設置

101
幸区地域福祉計画推進検討会議
平成18.3.20 設置

42
スポーツ・文化複合施設ＰＦＩ事業推進委員会
平成24.7.17設置

72
川崎市感染症対策協議会
昭和40.7.19 設置

102
幸区地域包括支援センター運営協議会
平成18.7.1 設置

43
川崎市岡本太郎美術館資料収集委員会
平成11．10．30設置

73
川崎市エイズ対策推進協議会
平成5.6.1 設置

103
中原区市民提案型事業審査委員会
平成19.10.1 設置

44
川崎市岡本太郎美術館資料評価委員会
平成11．10．30設置

74
川崎市結核対策推進会議
平成16.7.1 設置

104
中原区健康づくり推進会議
平成18.5.1 設置

45
川崎市保育園在園児等健康管理委員会
昭和53.11.1 設置

75
川崎市休日急患診療所運営委員会連絡協議会
昭和56.5.1 設置

105
中原区地域福祉計画推進検討会議
平成18.3.1 設置

資料２－２
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106
中原区地域包括支援センター運営協議会
平成18.7.1 設置

136
川崎市教育改革推進協議会
平成17.4.13設置

107
高津区協働事業提案選考・外部評価委員会
平成23.4.1設置

137
川崎市大学奨学生選考委員会
平成12.6.29設置

108
高津区健康づくり推進会議
平成18.6.1 設置

138
川崎市立学校児童生徒腎疾患対策委員会
昭和52.4.1 設置

109
高津区地域福祉計画推進検討会議
平成18.3.1 設置

139
川崎市立学校児童生徒糖尿病対策委員会
平成6.7.1 設置

110
高津区地域包括支援センター運営協議会
平成18.7.1 設置

140
川崎市立学校児童生徒心臓病運営委員会
昭和62.4.1 設置

111
宮前区健康づくり推進会議
平成18.6.1 設置

141
川崎市就学時健康診断検討委員会
平成11.7.1設置

112
宮前区保健福祉のまちづくり推進会議
平成17.12.1 設置

142
川崎市立学校児童生徒結核対策委員会
平成15.2.17設置

113
宮前区地域包括支援センター運営協議会
平成18.7.1 設置

143
川崎市よい歯の学校並びに歯の衛生に関するポスター・歯科保健啓発標語審査会
平成18.4.1設置

114
磨けば光る多摩事業審査会
平成18.9.7 設置

144
市立学校社会見学委員会
昭和28.2.3 設置

115
多摩区公園を拠点としたコミュニティづくり推進委員会
平成24.8.28 設置

145
川崎市児童生徒指導研究協議会
平成2.3.26設置

116
多摩区健康づくり推進会議
平成18.3.1 設置

146
川崎市就学指導委員会
昭和57.10.6 設置

117
多摩区地域福祉計画推進会議
平成17.9.8 設置

147
「読書のまち・かわさき」事業推進委員会
平成12.9.6設置

118
多摩区地域包括支援センター運営協議会
平成18.7.1 設置

148
「読書のまち・かわさき」子ども読書活動連絡協議会
平成16.6.30設置

119
麻生区健康づくり推進会議
平成18.7.1 設置

149
川崎市特別支援教育問題研究協議会
昭和56.9.26 設置

120
あさお福祉計画推進検討会議
平成17.9.1 設置

150
川崎市家庭教育推進協議会
平成9.4.24 設置

121
麻生区地域包括支援センター運営協議会
平成18.7.1 設置

151
川崎市地域日本語教育推進協議会
平成9.7.25 設置

122
麻生区地域課題解決型提案事業審査委員会
平成23.10．27設置

152
川崎市地域教育会議推進協議会
平成8.4.1 設置

123
川崎市上下水道事業経営問題協議会
平成22.7.28 設置

153
川崎子ども会議推進委員会
平成14.4.19 設置

124
川崎市バス事業経営問題検討会
平成16.6.9設置

154
川崎市生涯学習大学等高等教育機関連絡会議
平成17.8.11 設置

125
川崎市交通局広告付きバス停留所上屋広告物審査委員会
平成19.3.2設置

155
川崎市学校施設有効活用あり方検討委員会
平成19.11.13 設置

126
川崎市交通局車体利用広告デザイン審査委員会
平成15.5.9設置

156
地名資料収集委員会
平成4.6.30 設置

127
地下鉄・周辺整備懇談会
平成12.8.10 設置

157
橘樹郡衙調査委員会
平成25.4.1 設置

128
川崎市バス営業所管理委託事業者選定委員会
平成18.8.12設置

158
教育文化会館及び市民館の大ホール優先申請審査会
平成5.4.1 設置

129
川崎市交通局営業所管理委託に係る評価委員会
平成21.8.12設置

159
教科用図書選定審議会
昭和26.6.19 設置

130
川崎市立多摩病院運営協議会
平成18.2.1 設置

160
中学校給食推進連絡協議会
平成26.2.3 設置

131
川崎市立病院運営委員会
平成22.8.31設置

132
川崎市救急業務検討委員会
平成4.6.21 設置

133
川崎市メディカルコントロ－ル協議会
平成15.3.6設置

134
川崎市コンビナート安全対策委員会
昭和48.10.20 設置

135
川崎市危険物保安研究会
平成24.4.1 設置


