
通し
番号

審議会名 担当課 根拠法令 関連計画名

1 伊賀市入札等監視委員会 契約監理室 入札等監視委員会条例 ―

2 伊賀市防災会議 災害対策基本法、水防法 地域防災計画、水防計画

3 国民保護協議会 措置に関する法律 国民保護計画

4 伊賀市行財政改革推進委員会 市政再生室 行財政改革推進委員会条例 行財政改革大綱

5 指定管理者選定委員会 地方自治法 ―

6 伊賀市史編さん委員会 市史編さん条例 ―

7 選挙管理委員会 地方自治法 ―

8 採用試験委員会 職員採用試験委員会条例 ―

9 特別職報酬等審議会 特別職報酬等審議会条例 ―

10 伊賀市情報公開審査会 情報公開条例 ―

11 伊賀市個人情報保護審査会 個人情報保護条例 ―

12 伊賀市行政情報番組検討委員会 行政情報番組検討委員会条例 ―

13 表彰審査委員会 表彰条例 ―

14 名誉市民選考委員会 名誉市民条例 ―

15 伊賀市交通計画協議会 交通計画協議会条例 交通計画

16 伊賀市地域公共交通会議幹事会 地域公共交通会議条例 ―

17 文部科学大臣賞選考委員会
文部科学大臣賞受賞に関する条
例

―

18 伊賀市まちづくり委員会 総合計画推進委員会条例 総合計画

19 伊賀市民美術展覧会運営委員会 美術展覧会運営委員会条例 ―

20 伊賀市地域公共交通会議 道路運送法 ―

21 伊賀市民美術展覧会審査員 美術展覧会審査員要綱 ―

22 伊賀市自治基本条例推進研究会 自治基本条例研究会設置要綱 ―

23 伊賀市総合計画審議会 総合計画審議会条例 （仮称）再生計画

24 伊賀市交通計画協議会施策検討部会 交通計画協議会条例 ―

25 新市建設計画検討委員会 委員会設置要綱 新市建設計画

26 伊賀鉄道活性化連携計画協議会 協議会規約
伊賀鉄道地域公共交通総合連

携計画

27 （仮称）芭蕉翁記念館事業計画検討委員会 附属機関の設置に関する条例 （仮称）芭蕉翁記念館事業計画

28 自治基本条例推進会議 自治基本条例推進会議 ―

29 庁舎整備計画検討委員会 管財課 委員会設置要綱 ―

30 伊賀市男女共同参画審議会 男女共同参画推進条例 男女共同参画基本計画

31 伊賀市人権政策審議会 人権政策審議会条例 人権施策総合計画

32 同和施策審議会 同和施策審議会条例 同和施策推進計画

33 隣保館運営審議会 隣保館運営審議会要綱 ―

34 教育集会所運営委員会 教育集会所条例 ―

35 児童館運営委員会 児童館設置条例 ―

36 福祉資金貸付審査会
廃止前の福祉資金貸付に関する
条例

―

37 いがまち人権センター運営審議会
いがまち人権セン

ター
センター設置条例 ―

38 ライトピアおおやまだ運営審議会
ライトピアおおやま

だ
ライトピア設置条例 ―

39 青山文化センター運営審議会 青山文化センター センター設置条例 ―

40 伊賀市外国人住民協議会 外国人住民協議会条例 ―

41 伊賀市交通安全対策会議 交通安全対策基本法 交通安全計画

42 上野住民自治地区連合会 自治基本条例 ―

43 地域活動支援事業審査会 地域活動支援事業審査会条例 ―

44 伊賀市環境審議会 環境基本法
環境基本計画、地球温暖化対策

実行計画

45 区域外の一般廃棄物の受入れに関する審査会 環境保全負担金条例 ―

46 ＥＭＳ外部評価委員会
環境マネジメントシステム外部評
価実施要綱

―

47
伊賀市一般廃棄物の収集、運搬、処分及び浄化槽清
掃業の委託、許可、更新等（取消し及び停止を含む。）
に関する審査委員会

審査委員会条例 ―

48 伊賀市ごみ減量・リサイクル等推進委員会 推進委員会条例 一般廃棄物処理基本計画

49 廃棄物のあり方検討委員会 附属機関の設置に関する条例 ―

50 障がい者介護給付費等の支給に関する審査会 障害者自立支援法 ―

51 障がい者地域自立支援協議会 地域自立支援協議会条例
障害福祉計画、障がい者福祉計

画

52 障がい者福祉計画策定委員会 附属機関の設置に関する条例 〃

53 障害者相談員 障害者相談員設置要綱 ―

54 伊賀市民生委員推薦会 厚生保護課 民生委員法 ―

市民活動推進課

環境政策課

清掃事業課

障がい福祉課

　　　審議会等調査票

総合危機管理室

総務課

人事課

秘書広報課

企画課

人権政策・男女共
同参画課

同和課

市民生活課
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通し
番号

審議会名 担当課 根拠法令 関連計画名

　　　審議会等調査票

55 伊賀市少子化対策推進委員会 こども家庭課 少子化対策推進委員会条例
次世代育成支援対策地域行動
計画、ひとり親家庭等自立促進

計画

56 伊賀市高齢者施策運営委員会 高齢者施策運営委員会条例
高齢者福祉計画、介護保険事業

計画

57 伊賀市地域密着型サービス運営委員会 サービス運営委員会条例 ―

58 伊賀市地域福祉計画推進委員会 社会福祉法 地域福祉計画

59 伊賀市地域福祉計画策定委員会 委員会設置要綱 〃

60 伊賀市老人ホーム入所判定委員会
老人ホーム入所判定委員会条
例

―

61 伊賀市介護認定審査会 介護保険法 ―

62 伊賀市国民健康保険運営協議会 保険年金課 国民健康保険条例 ―

63 伊賀市予防接種健康被害調査委員会 調査委員会条例 ―

64 伊賀市健康づくり推進協議会 健康づくり推進条例 健康21計画

65 伊賀市健康づくり推進員 健康づくり推進条例 ―

66 伊賀市応急診療所運営検討会 地域医療対策課
応急診療所の設置及び管理に
関する条例施行規則

―

67 伊賀市農業経営基盤強化促進協議会
農業経営基盤強化促進協議会
条例

農業経営基盤の強化の促進に
関する基本的な構想

68 伊賀市農業振興地域整備促進協議会
農業振興地域整備促進協議会
条例

農業振興地域整備計画

69 伊賀市地域活性化審議会 地域活性化条例 地域活性化計画

70 伊賀市森林管理協議会 森林管理協議会条例 森林整備計画

71 人・農地プラン検討会議 検討会議設置条例 ―

72 伊賀市勤労者福祉会館運営委員会
伊賀市勤労者福祉会館設置及
び管理に関する条例

―

73 サービスエリア運営委員会 設置及び管理に関する条例 ―

74 伊賀市都市マスタープラン検討委員会 都市計画法 都市マスタープラン

75 伊賀市土地利用管理手法検討委員会 附属機関の設置に関する条例 ―

76 伊賀市道路等愛称名検討委員会 愛称名検討委員会条例 ―

77 伊賀市都市緑化委員会 都市緑化条例 ―

78 伊賀市景観審議会 ふるさと風景づくり条例 景観計画

79 伊賀市都市計画審議会 都市計画法 ―

80 伊賀市モーテル等類似施設建築審議会 市長の付属機関 ―

81 住生活基本計画等策定委員会 建築住宅課 住生活基本法
住生活基本計画、公営住宅等長

寿命化計画

82 伊賀市上野市駅前地区第一種市街地再開発審査会 都市再開発法 ―

83
社会資本整備総合交付金事業　忍町武家屋敷活用基
本設計業務委託業者選定委員会

市長の付属機関 ―

84 伊賀市消防委員会 消防総務課 消防委員会条例 団員適正化計画

85 伊賀市幼少年女性防火委員会 消防予防課 防火委員会会則 ―

86 伊賀市同和公営住宅運営委員会 運営委員会条例 ―

87 まえがわ共同作業所 設置条例 ―

88 住宅新築資金等貸付審査会 旧市町の新築資金貸付条例 ―

89 伊賀住民自治地区連合会 自治基本条例 ―

90 島ヶ原財産区 島ヶ原振興課 地方自治法 ―

91 阿山住民自治地区連合会 阿山住民福祉課 自治基本条例 ―

92 伊賀市大山田財産区管理会 大山田振興課 地方自治法 ―

93 大山田住民自治地区連合会 大山田住民福祉課 自治基本条例 ―

94 青山住民自治地区連合会 青山住民福祉課 自治基本条例 ―

95 公平委員会 地方公務員法 ―

96 固定資産評価審査委員会 地方税法 ―

97 農業委員会 農業委員会等に関する法律 ―

98 農業委員会協力委員 協力委員条例 ―

99 伊賀市水道水源保護審議会 水道水源保護条例 ―

100 水道事業評価審査委員会 設置要綱 ―

101 伊賀市教育行政評価委員会
地方教育行政の組織及び運営
に関する法律

―

102 伊賀市教育委員
地方教育行政の組織及び運営
に関する法律

―

103 上野南地区中学校区再編実施計画検討協議会 検討協議会設置要綱 校区再編計画

104 阿山地区小学校区再編計画検討協議会 検討協議会設置要綱 校区再編計画

105 伊賀市ササユリ奨学金支給審査委員会 支給条例 ―

106 伊賀市教育職員特別免許状授与審査委員
構造改革特別区域法、教育職員
免許法

―

107 伊賀市同和奨学金支給選考委員会 支給条例 ―

監査委員事務局

農業委員会事務局

水道部施設課

教育総務課

農林振興課

商工労働課

都市計画課

中心市街地推進課

伊賀振興課

伊賀住民福祉課

介護高齢福祉課

健康推進課
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通し
番号

審議会名 担当課 根拠法令 関連計画名

　　　審議会等調査票

108 伊賀市意育教育特区学校審議会
構造改革特別区域法、学校教育
法

―

109 上野北部地区小学校区再編実施計画検討協議会 検討協議会設置要綱 校区再編計画

110 上野西部地区小学校再編実施計画検討協議会 検討協議会設置要綱 校区再編計画

111 伊賀市給食センター運営委員会 運営委員会条例 ―

112 伊賀市立学校結核対策委員会 対策委員会条例 ―

113 伊賀市障がい児就学指導委員会 指導委員会条例 ―

114 市立学校職員結核審査委員 委員会設置要綱 ―

115 障がい児就学指導委員会診断委員 委員会設置要綱 ―

116 生涯学習推進委員会 生涯学習推進条例 生涯学習推進大綱

117 子ども健全育成施策検討委員会 施策検討委員会条例 子ども読書活動推進計画

118 放課後子どもプラン施策検討委員会 施策検討委員会条例 ―

119 青少年センター運営委員会 センター運営条例 ―

120 教育集会所運営委員会 教育集会所条例 ―

121 社会教育委員 社会教育法 ―

122 伊賀市文化財保護審議会 文化財保護条例 ―

123 伊賀市文化財保護指導委員会 文化財保護条例 ―

124 公民館運営審議会 中央公民館 社会教育法 ―

125 スポーツ振興審議会 スポーツ振興課 スポーツ基本法 スポーツ振興計画

126 図書館協議会委員 図書館法 ―

127 伊賀市新図書館建設計画検討委員会 附属機関の設置に関する条例 新図書館建設計画

法律による策定義務付けあり

1 人事課 特定事業主行動計画

2 下水道課 生活排水処理基本計画

法律による策定義務付けは無いが、補助金等のために必要

3 総合危機管理室 地震防災緊急事業５箇年計画

4 清掃事業課 循環型社会形成推進地域計画

5 農林振興課 バイオマスタウン構想

6 鳥獣害対策室 緊急捕獲等計画

7 商工労働課
伊賀・名張地域産業活性化基本

計画

8 建設１課 橋梁長寿命化修繕計画

9 都市計画課 公園施設長寿命化計画

10
生活環境保全計画（下水道長寿

命化計画）

11 生活排水処理施設整備計画

12 建築住宅課 耐震改修促進計画

13 中心市街地推進課 社会資本総合整備計画

14 消防総務課 消防施設整備計画

15
史跡上野城跡保存整備基本計

画

16
史跡上野城跡保存整備（前期）

実施計画

17
史跡伊賀国庁跡保存整備基本

計画

法律による策定義務付けのないもの

18 職員研修計画

19 定員適正化計画

20 企画課 辺地に係る総合整備計画

21 清掃事業課 一般廃棄物処理実施計画

22 鳥獣被害防止計画

23 ヌートリア防除実施計画

24 アライグマ防除実施計画

25 農村整備課 農業農村整備事業管理計画

26 観光戦略課 観光振興ビジョン

27 都市計画課 都市計画道路整備プログラム

28 中心市街地推進課 中心市街地活性化基本計画

29 水道総務課 水道事業基本計画

30 生涯学習課
輝け！　伊賀っ子憲章　行動計

画

文化財室

上野図書館

下水道課

文化財室

人事課

鳥獣害対策室

教育総務課

学校教育課

生涯学習課

　　計画のみ（審議会なし）
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