
例規名（H27.3現在） 発番 担当課（庶務） 構成員
丹波市議会政策討論会実施要綱 議会訓令第11号 議会 議員全員

丹波市マイナンバー推進委員会設置要綱 訓令第23号 総務課
職員課、総務課、財政課、税務課、市民環境課、くらしの安全課、社会福祉課、
介護保険課、生活支援課、国保・医療課、健康課、都市住宅課、教育総務課、
子育て支援課、会計課

丹波市総合計画策定委員会設置要綱 訓令第3号 総合政策課 企画総務部長及び企画総務部長の任命する課長の職にある者

丹波市丹(まごころ)の里創生推進本部設置要綱 訓令第31号 総合政策課
市長、副市長、教育長、公営企業管理者、技監、消防長、部長(医師職を除
く。)、会計管理者、議会事務局長

丹波市行政改革推進本部設置要綱 訓令第3号 行政経営課
市長、副市長、教育長、公営企業管理者、技監、消防長、部長(医師職を除
く。)、会計管理者、議会事務局長

丹波市行政評価システム推進本部設置要綱 訓令第23号 行政経営課
市長、副市長、教育長、公営企業管理者、技監、消防長、部長(医師職を除
く。)、会計管理者、議会事務局

丹波市道路整備計画審議会設置条例 条例第19号 建設部
公募による市民　3人以内、識見を有する者　13人以内、関係行政機関の職員
10人以内

丹波市住生活基本計画審議会条例 条例第56号 建設部
識見を有する者、公募による市民、各種団体等から選出された者、関係行政機
関の職員、前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める者

丹波市復興ビジョン懇話会設置要綱 告示第734号 復興推進室
学識経験を有する者、兵庫県丹波県民局長、人と防災未来センター研究員、副
市長、復興推進部長

丹波市復興プラン策定委員会設置条例 条例第41号 復興推進部
識見を有する者、公募による市民、地域を代表する者、公共的団体等の代表、
関係行政機関の職員、その他市長が必要と認める者

丹波市不正事務処理等再発防止委員会設置要綱 訓令第47号 総務課 副市長、技監、企画総務部長その他副市長が指名する部長

丹波市職員安全衛生委員会運営要領 訓令第50号 職員課
衛生管理者1人、職員のうち安全又は衛生に関し識見を有する者6人、丹波市
職員労働組合の推薦した者7人

丹波市公金管理運用委員会設置要綱 訓令第4号 会計課
会計管理者、財務部長、水道部長、財務部財政課長、水道部業務課長及び会
計課長

丹波市公の施設の指定管理者選定委員会設置要綱 訓令第1号 財政課
副市長、企画総務部長及び財務部長並びに指定管理者制度を採用しようとす
る公の施設を所管する部長、課長等

丹波市工事業者等入札参加者審査会設置要綱 訓令第21号 入札検査室 入札検査部長、建設部長、産業経済部長、水道部長、教育部長

丹波市地域安全推進協議会運営規則 規則第24号 くらしの安全課
防犯活動団体、社会福祉団体、青少年健全育成団体、学校校長会、交通安全
活動団体、災害防止活動団体、社会教育関係団体、高齢者団体、自治会等地
域活動団体、商工団体、行政機関、その他市長が必要と認める者

丹波市青少年対策連絡調整会議設置要綱 訓令第74号 くらしの安全課

企画総務部総合政策課、まちづくり部市民活動課、企画総務部総務課、まちづ
くり部人権啓発センター、生活環境部市民環境課、福祉部生活支援課、健康部
健康課、産業経済部農業振興課、教育委員会事務局教育部教育総務課、教育
委員会事務局教育部学校教育課、教育委員会事務局教育部子育て支援課、
教育委員会事務局教育部文化財課、消防本部総務課

県民交流広場事業丹波市推進委員会設置要綱 告示第528号 市民活動課 丹波市自治会長会各地域理事が推薦する者　6人、まちづくり部長

丹(まごころ)の里ありがとうプロジェクト推進委員会設置要綱 訓令第20号 市民活動課 職員のうちからまちづくり部長が任命するおおむね15人

丹波市男女共同参画推進本部設置要綱 訓令第32号 人権啓発センター

市長、副市長、教育長、公営企業管理者、技監及び部長の職(医療職を除く。)
にある者、企画総務部総務課長、企画総務部職員課長、まちづくり部人権啓発
センター所長、まちづくり部市民活動課長、入札検査部入札検査室長、生活環
境部くらしの安全課長、福祉部社会福祉課長、福祉部生活支援課長、健康部
健康課長、産業経済部新産業創造課長、教育委員会事務局教育部子育て支
援課長

丹波市地域公共交通会議設置要綱 告示第595号 都市住宅課

市長が指名する丹波市職員、一般旅客自動車運送事業者、一般旅客自動車
運送事業者が組織する団体に属する者、住民又は利用者、神戸運輸監理部長
又はその指名する者、一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者
が組織する団体に属する者

丹波市JR福知山線複線化推進本部設置要綱 訓令第34号 都市住宅課 市長、副市長、部長の職にある者(医師職を除く。)

丹波市恐竜を活かしたまちづくり協議会設置要綱 訓令第56号 恐竜・観光振興課
恐竜化石発見地の地元関係者、各種団体の代表、識見を有する者、行政機関
の代表、その他市長が特に必要と認める者

丹波市登録商標「丹波竜」審査会設置要綱 告示第708号 恐竜・観光振興課
丹波市商工会の代表　1名、丹波市観光協会の代表　1名、識見を有する者　2
名以内、県商工労政担当代表者　1名、市職員　2名以内

丹波市スポーツ推進計画検討幹事会設置要綱 訓令第17号 文化・スポーツ課

企画総務部総合政策課長、企画総務部総務課長、まちづくり部市民活動課長、
まちづくり部文化・スポーツ課長、財務部財政課長、福祉部社会福祉課長、福
祉部生活支援課長、健康部健康課長、教育部教育総務課長、教育部学校教育
課長、教育部子育て支援課長

丹波市展実行委員会設置要綱 告示第173号 文化・スポーツ課
丹波市自治会長会の代表、丹波市観光協会の代表、学校教育教諭の代表、丹
波市社会教育委員の会議の代表、丹波市文化協会の代表、植野記念美術館
館長、識見を有する者

丹波市立学校給食センター調理・配送業務委託事業者選定委員会
設置要綱

教育委員会告示第1
号

学校給食課
校園長の代表、PTAの代表、給食センターの施設長の代表、栄養教諭及び学
校栄養職員の代表、丹波市学校給食運営協議会の会長、教育委員会事務局
教育部長

丹波市結核対策委員会設置規則
教育委員会規則第4
号

教育総務課
丹波健康福祉事務所長、丹波市医師会が推薦する結核の専門医　2名、学校
医の代表　1名、丹波市医師会の代表　1名、小学校長の代表　1名、中学校長
の代表　1名、養護教諭の代表　1名

丹波市特別支援連携協議会設置要綱
教育委員会告示第
10号

学校教育課

市立小学校及び中学校、市立幼稚園、兵庫県立氷上特別支援学校、丹波健康
福祉事務所、川西こども家庭センター丹波分室、福祉部生活支援課、健康部健
康課、教育委員会事務局教育部学校教育課、教育委員会事務局教育部子育
て支援課、市内保育所及び認定こども園

丹波市子ども読書活動推進会議設置要綱
教育委員会訓令第3
号

図書館事務局
教育委員会教育部教育総務課、教育委員会教育部学校教育課、教育委員会
教育部子育て支援課、市立幼稚園、市立小学校、市立中学校、健康部健康
課、教育委員会教育部図書館事務局

丹波市いじめ問題対策連絡協議会設置条例 条例第30号
教育委員会事務
局

識見を有する者、学校教育を代表する者、教育委員会事務局職員、PTAを代表
する者、川西こども家庭センターを代表する者、神戸地方法務局を代表する者、
丹波警察署を代表する者、公募による市民

丹波市社会教育の推進に関する連絡協議会設置要綱
教育委員会訓令第7
号

教育総務課

教育委員会事務局教育部長、まちづくり部長、まちづくり部市民活動課長、まち
づくり部文化・スポーツ課長、まちづくり部人権啓発センター所長、支所長の代
表、教育委員会事務局教育部学校教育課長、教育委員会事務局教育部文化
財課長、教育委員会事務局教育部教育総務課長

丹波市子育て支援ネットワーク会議設置要綱
教育委員会告示第
21号

子育て支援課
保育士、幼稚園教諭、主任児童委員、子育て指導員、保健師

丹波市社会福祉法人審査会設置規程 訓令第5号 社会福祉課
福祉部長、教育委員会事務局教育部子育て支援課長、健康部健康課長、福祉
部介護保険課長、福祉部生活支援課長、福祉部社会福祉課長

丹波市民生委員推薦準備会設置要綱 告示第298号 社会福祉課
民生委員、社会福祉事業の実施に関係のある者、社会福祉関係団体の代表、
教育に関係のある者、識見を有する者、関係行政機関の職員

丹波市有償運送運営協議会設置要綱 告示第596号 都市住宅課

市長が指名する丹波市職員、一般旅客自動車運送事業者、一般旅客自動車
運送事業者が組織する団体に属する者、住民又は自家用有償旅客運送の利
用が想定される者、神戸運輸監理部長又はその指名する者、一般旅客自動車
運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体に属する者、丹波市にお
いて現に過疎地又は福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体
に属する者

丹波市豪雨災害義援金募集及び配分委員会設置要綱
告示第660号 生活支援課

丹波市自治会長会、日本赤十字社兵庫県支部、兵庫県共同募金会、神戸新聞
厚生事業団、丹波市社会福祉協議会、丹波市民生委員・児童委員連合会、丹
波県民局、丹波市、丹波市議会

丹波市子育て支援施策検討委員会設置要綱
教育委員会訓令第8
号

子育て支援課

教育委員会事務局教育部次長、生活環境部くらしの安全課長、福祉部社会福
祉課長、福祉部生活支援課長、健康部健康課長、教育委員会事務局教育部教
育総務課長、教育委員会事務局教育部学校教育課長、教育委員会事務局教
育部こども園推進課長、教育委員会事務局教育部子育て支援課長、教育部児
童館長

丹波市要保護児童対策地域協議会設置要綱 告示第781号 子育て支援課

丹波市医師会、丹波市歯科医師会、丹波警察署、丹波市民生委員・児童委員
連合会、神戸地方法務局柏原支局、柏原人権擁護委員協議会、神戸家庭裁判
所柏原支部、丹波保護区保護司会丹波地区会、川西こども家庭センター、兵庫
県立氷上特別支援学校、丹波健康福祉事務所、丹波市福祉事務所、丹波市社
会福祉協議会、丹波市保育協会、丹波市健康部、丹波市まちづくり部、丹波市
教育委員会、丹波市立幼稚園、丹波市立小学校、丹波市立中学校、丹波市内
県立高等学校、児童養護施設

【資料５】



例規名（H27.3現在） 発番 担当課（庶務） 構成員
丹波市議会政策討論会実施要綱 議会訓令第11号 議会 議員全員

丹波市特別支援保育検討委員会設置要綱
教育委員会訓令第6
号

子育て支援課
福祉部生活支援課(こども発達支援センターを含む。)、健康部健康課、教育委
員会事務局学校教育課、教育委員会事務局子育て支援課

丹波市地域ケア会議設置運営要綱 訓令第29号
地域包括支援セ
ンター

社会福祉関係者、介護保険サービス事業関係者、医療及び保健関係者、民生
委員児童委員、高齢者福祉関係者、行政機関の関係者

丹波市障がい者自立支援協議会設置要綱 告示第736号 生活支援課

指定相談支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、丹波健康福祉事務所、
兵庫県立氷上特別支援学校、丹波市教育委員会、柏原公共職業安定所、丹波
雇用開発協会、丹波市社会福祉協議会、障がい者団体又は当事者、障がい者
の保健又は福祉に関する学識経験を有する者、丹波市民生委員児童委員連合
会

丹波市障がい者虐待対策地域連絡会設置要綱
告示第726号 生活支援課

丹波市医師会、丹波市歯科医師会、丹波健康福祉事務所、丹波警察署、丹波
市消防本部、神戸地方法務局柏原支局、丹有法律事務所、兵庫県司法書士会
柏原支部、丹波市自治会長会、丹波市民生委員児童委員連合会、柏原人権擁
護委員協議会、丹波市社会福祉協議会、丹波市商工会、柏原公共職業安定
所、丹波市身体障害者福祉協議会、丹波市手をつなぐ育成会、木の根会家族
会、障害福祉サービス事業所、相談支援事業所、丹波市

丹波市新型インフルエンザ等対策本部条例 条例第11号 市長、副市長、教育長、消防長及び市長に任命された職員

丹波市予防接種健康被害調査委員会条例 条例第135号 健康部 丹波市医師会長、丹波健康福祉事務所長、専門医師

丹波市自殺対策庁内連絡会設置要綱 訓令第39号 健康課
企画総務部、生活環境部、財務部、福祉部、産業経済部、教育委員会事務局、
健康部

丹波市ぐっすり・すやすや運動推進チーム連絡会設置要綱 訓令第9号 健康課 教育委員会事務局教育部、まちづくり部、福祉部、産業経済部、健康部

丹波市立看護専門学校入学試験委員会設置要領 訓令第9号 事務長 校長、副校長、事務長、教務主任、校長の指名する専任教員及び健康部長

丹波市立看護専門学校運営会議設置要領 訓令第10号 事務長 校長、副校長、事務長、教務主任及び健康部長

丹波市立看護専門学校教務会議設置要領 訓令第11号 教務主任 校長、副校長、教務主任、実習調整者及び専任教員

丹波市立看護専門学校実習指導者会議設置要領 訓令第12号 実習調整者
副校長、教務主任、実習調整者及び専任教員並びに実習病院の看護部長、実
習担当看護師長及び実習指導者

丹波市立看護専門学校自己点検・自己評価委員会設置要領 訓令第13号 事務長 校長、副校長、事務長、教務主任、実習調整者及び健康部長

丹波市立看護専門学校講師会議設置要領 訓令第14号 教務主任 校長、副校長、教務主任、実習調整者及び専任教員及び講師

丹波市立看護専門学校学生自治会の設置及び運営に関する要綱 告示第104号

廃棄物処理施設を活かしたまちづくり支援調整会議設置要綱 訓令第133号 環境整備課
副市長、技監、消防長、企画総務部長、まちづくり部長、財務部長、産業経済部
長、建設部長、生活環境部長、環境整備担当部長、水道部長

丹波市新エネルギー推進協議会設置条例 条例第7号
識見を有する者、市内事業者、公募に応じた者、エネルギー事業関係者、行政
関係者

丹波市環境施策推進会議設置要綱 訓令第21号 市民環境課
生活環境部長を、委員は企画総務部長、まちづくり部長、財務部長、生活環境
部長、福祉部長、健康部長、産業経済部長、建設部長、水道部長及び教育部
長

丹波市空き家等対策推進本部設置要綱 訓令第19号 住まいづくり課
市長、副市長、教育長、公営企業管理者、技監及び部長の職にある者(医師職
を除く。)

丹波市PPA対策連絡会議設置要綱 告示第251号 市民環境課
生活環境部市民環境課(以下「市民環境課」という。)、同部くらしの安全課(以下
「くらしの安全課」という。)及び健康部健康課(以下「健康課」という。)の職員

丹波市計画停電対策本部設置要綱 訓令第31号
市長、副市長、教育長、技監、消防長、部長(医師職を除く。)、会計管理者、議
会事務局長

丹波市農業振興地域整備促進協議会設置要綱 告示第481号 農業振興課
丹波市農業委員会の委員　13人、丹波ひかみ農業協同組合の理事　1人、土地
改良区の代表　6人、森林組合の常任の理事　2人、識見を有する者　3人、産
業経済部の職員　1人

丹波市食育推進会議設置条例 条例第96号 健康部 識見を有する者、関係団体の代表者、関係行政機関の職員、公募による市民

丹波市食育推進チーム連絡会設置要綱 訓令第24号 健康課 教育委員会事務局教育部、産業経済部、健康部

丹波市特別融資制度推進会議設置要綱 訓令第62号 農業振興課

丹波市、丹波市農業委員会、兵庫県青年農業者等育成センター、丹波ひかみ
農業協同組合、兵庫県丹波農林振興事務所、兵庫県丹波農業改良普及セン
ター、株式会社日本政策金融公庫神戸支店、兵庫県信用農業協同組合連合
会、兵庫県農業信用基金協会

丹波市農業・農村振興基本計画策定委員会条例 条例第20号 産業経済部
識見を有する者、市農業委員会委員、関係行政機関の職員、農業者団体の役
員、公募による市民

丹波市農業農村振興協議会設置要綱 訓令第56号 農業振興課

丹波市産業経済部　部長、丹波ひかみ農業協同組合　代表理事組合長、丹波
ひかみ農業協同組合営農経済部　部長、丹波市農業委員会　会長及び副会
長、丹波農林振興事務所　所長、丹波農業改良普及センター　所長、篠山土地
改良事務所　所長

丹波市人・農地プラン検討会設置要綱 告示第392号 産業経済部
丹波ひかみ農業協同組合、丹波市農業委員会、丹波市集落営農組織連絡会、
丹波市認定農業者会、丹波市農村女性組織連絡会、丹波大空の会

丹波市農業経営改善計画検討委員会設置要綱 訓令第55号
農業委員、関係行政機関の職員、識見を有する者のうちから市長が委嘱し、又
は任命

丹波市マロンでロマン会議設置要綱 告示第578号
生産者団体、丹波市商工会、丹波市観光協会、丹波ひかみ農業協同組合、丹
波農林振興事務所、丹波農業改良普及センター、丹波市農業委員会

丹波市高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱 訓令第12号 農業振興課
教育長、公営企業管理者、技監、消防長、部長(医師職を除く。)、会計管理者、
議会事務局長

丹波市口蹄疫対策本部設置要綱 告示第497号 農業振興課
市長、副市長、教育長、技監、消防長、部長(医師職を除く。)、会計管理者、議
会事務局長

丹波市企業誘致検討委員会設置要綱 訓令第62号 新産業創造課 副市長、企画総務部、建設部、生活環境部、水道部、産業経済部

丹波市企業誘致調整委員会設置要綱 訓令第5号 新産業創造課

建設部都市住宅課長、建設部道路整備課長、建設部河川整備課長、建設部下
水道課長、水道部工務課長、生活環境部市民環境課長、産業経済部新産業創
造課長、建設部都市住宅課都市整備係長、建設部道路整備課道路整備・保全
係長、建設部河川整備課河川整備係長、建設部下水道課工務係長、水道部工
務課工務係長、生活環境部市民環境課生活環境係長、産業経済部新産業創
造課企業誘致係長

丹波市中心市街地活性化事業検討調整会議設置要綱 訓令第1号 新産業創造課
企画総務部総合政策課、産業経済部新産業創造課、建設部都市住宅課、教育
委員会事務局教育部文化財課

丹波市地域資源活用懇話会設置条例 条例第31号 産業経済部
農林漁業者、商工業者、メディア関係者、識見を有する者、公募による市民、行
政関係者

丹波市北柏原川(仮称)管理検討委員会設置要綱 告示第197号 河川整備課 識見を有する者　6人以内、関係行政機関の職員　5人以内

丹波市住生活基本計画策定委員会要綱 訓令第20号 都市住宅課

建設部長、企画総務部総合政策課長、生活環境部くらしの安全課長、福祉部
社会福祉課長、福祉部介護保険課長、福祉部生活支援課長、産業経済部農業
振興課長、産業経済部新産業創造課長、建設部住まいづくり課長、、教育委員
会事務局教育部教育総務課長、教育委員会事務局教育部子育て支援課長

丹波市開発審査連絡調整会議設置要綱 訓令第25号 都市住宅課
都市住宅課、道路整備課、河川整備課、下水道課、農業委員会事務局、農業
振興課、農林整備課、新産業創造課、市民環境課、環境整備課、くらしの安全
課、総合政策課、文化財課、工務課、予防課

丹波市都市計画区域等検討調整会議設置要綱 訓令第26号 都市住宅課
都市住宅課、道路整備課、河川整備課、住まいづくり課、下水道課、農業振興
課、農林整備課、新産業創造課、恐竜・観光振興課、くらしの安全課、市民環境
課、総合政策課、工務課、市民活動課

丹波市防災会議条例 条例第14号

市長、兵庫県の知事の部内の職員のうちから、市長が任命する者、兵庫県警
察の警察官のうちから、市長が任命する者、丹波市を警備区域とする陸上自衛
隊の隊員のうちから、市長が任命する者、市長がその部門の職員のうちから、
指名する者、教育長、消防長、消防団長、指定公共機関又は指定地方公共団
体及びそれに準ずる機関の職員のうちから、市長が任命する者、自主防災組
織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

丹波市消防職員懲戒審査委員会規程 消防本部訓令第1号 消防本部総務課
消防本部次長(以下「次長」という。)、消防本部総務課長、消防本部予防課長、
消防本部消防課長、消防署長、消防署副署長

丹波市消防審議会設置条例 条例第226号 消防本部
識見を有する者　2人、自治協力員のうちから推薦する者　2人、消防行政と関
係のある県の地方機関の職員　1人、消防団長、消防長、生活環境部長

丹波市消防団員分限懲戒審査委員会設置規程 訓令第32号 くらしの安全課 生活環境部長、筆頭副団長、専任副団長及び生活環境部くらしの安全課長

丹波市国民保護対策本部及び丹波市緊急対処事態対策本部条例 条例第16号
市長、副市長、丹波市教育委員会教育長、丹波市消防本部消防長、丹波市消
防団消防団長、市長が丹波市職員のうちから任命する者

※網かけは、外部委員を含む


