
(令和3年7月1日現在）

名　　　　　称 所管部局 担当所属 根拠法規名 担任事務、主な審議内容等 定 数 委嘱数 任期
委員

（選任資格等）

　 （人） （人） （年）

1 高槻市防災会議 危機管理室 災害対策基本法

(1)高槻市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するこ
と
(2)市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項
を審議すること
(3)(2)の重要事項に関し、市長に意見を述べること
(4)これらのほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限
に属する事務

40以内 37 2

1　会長は、市長をもって充てる。
2　委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)　市の区域を管轄する指定地方行政機関（法第
２条第４号の指定地方行政機関をいう。）の職員
のうちから市長が委嘱する者
(2)　市の区域を警備区域とする陸上自衛隊の自衛
官のうちから市長が委嘱する者
(3)　大阪府の職員のうちから市長が委嘱する者
(4)　大阪府警察の警察官のうちから市長が委嘱す
る者
(5)　市の職員のうちから市長が指名する者
(6)　市の区域において業務を行う指定公共機関
（法第２条第５号の指定公共機関をいう。）又は
指定地方公共機関（法第２条第６号の指定地方公
共機関をいう。）の職員のうちから市長が委嘱す
る者
(7)　自主防災組織（法第５条第２項の自主防災組
織をいう。）を構成する者又は学識経験のある者
のうちから市長が委嘱する者
(8)　前各号に掲げる者のほか、市長が防災に関し
必要と認める者

2 高槻市国民保護協議会 危機管理室
武力攻撃事態等における国民の保
護のための措置に関する法律

(1)市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保
護のための措置に関する重要事項を審議すること
(2)重要事項に関し、市町村長に意見を述べること

40以内 31 2

1　会長は、市長をもって充てる。
2　委員は、次に掲げる者のうちから、市町村
長が任命する。
(1)　当該市町村の区域を管轄する指定地方行
政機関の職員
(2)　自衛隊に所属する者（任命に当たって防
衛大臣の同意を得た者に限る。）
(3)　当該市町村の属する都道府県の職員
(4)　当該市町村の副市町村長
(5)　当該市町村の教育委員会の教育長及び当
該市町村の区域を管轄する消防長又はその指
名する消防吏員（消防本部を置かない市町村
にあっては、消防団長）
(6)　当該市町村の職員（前２号に掲げる者を
除く。）
(7)　当該市町村の区域において業務を行う指
定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は
職員
(8)　国民の保護のための措置に関し知識又は
経験を有する者

3 高槻市みらい創生審議会 総合戦略部 みらい創生室 高槻市附属機関設置条例
みらい創生に関する重要施策の推進についての調査審議に関
する事務

調査審議
事項ごと
に6以内

0

当該諮問
に係る調
査審議の
期間中

(1)　学識経験のある者
(2)　その他市長が適当と認める者

4 高槻市総合計画審議会 総合戦略部 みらい創生室 高槻市総合計画策定条例 総合計画に関する重要事項についての調査審議 22以内 0

高槻市総
合計画策
定条例第
5条第2項
の諮問に
係る調査
審議の期
間中

(1)　市議会の議員
(2)　学識経験のある者
(3)　関係団体を代表する者
(4)　市民

令和３年度　附属機関一覧表
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5
高槻市まち・ひと・しごと創生総合戦
略審議会

総合戦略部 みらい創生室 高槻市附属機関設置条例
人口ビジョン及び総合戦略についての重要事項の調査審議に
関する事務

8以内 8 2
(1)　学識経験のある者
(2)　関係団体を代表する者

6 高槻市指定管理者選定委員会 総合戦略部 みらい創生室
高槻市公の施設の指定管理者の指
定の手続等に関する条例

公の施設における指定管理者制度の導入及び指定管理者の公
募その他指定管理者の選定に関する必要な事項についての調
査審議

8以内 6 2
(1)　学識経験のある者
(2)　市の職員

7 高槻市情報化計画審議会 総合戦略部 情報戦略室 高槻市附属機関設置条例 情報化計画についての重要事項の調査審議に関する事務 4以内 0

当該諮問
に係る調
査審議の
期間中

(1)　学識経験のある者
(2)  その他市長が適当と認める者

8 高槻市公正職務審査会 総務部
法務ガバナンス
室

高槻市公正な職務の執行の確保等
に関する条例

次に掲げる事項についての審査
(1)不当要求であるかどうかを判断できない要望等への対応
(2)不当要求を中止させるために必要な措置

3 3 2 (1)　学識経験を有する者

9 高槻市いじめ再調査委員会 総務部
法務ガバナンス
室

高槻市附属機関設置条例
いじめ防止対策推進法第３０条第２項の規定による調査の必
要性についての審議及び当該調査に関する事務

5以内 0

当該諮問
に係る審
議及び調
査の期間
中

(1)　学識経験のある者

10 高槻市情報公開審査会 総務部
法務ガバナンス
室

高槻市情報公開条例

次に掲げる事項についての調査審議
(1)高槻市情報公開条例第１５条第２項に規定する審査請求に
対する裁決
(2)情報公開制度の適正な運営及び改善に関する事項

5以内 5 2 (1)　学識経験を有する者

11 高槻市個人情報保護審査会 総務部
法務ガバナンス
室

高槻市個人情報保護条例
高槻市個人情報保護条例第２１条第２項に規定する審査請求
に対する裁決についての調査審議

5以内 5 2 (1)　学識経験を有する者

12 高槻市個人情報保護運営審議会 総務部
法務ガバナンス
室

高槻市個人情報保護条例

高槻市個人情報保護条例によりその権限に属することとされ
た事務を行うほか、行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律第２８条第１項に規定する
評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いに関する
事項及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について
の調査審議

11以内 8 2
(1)　学識経験を有する者
(2)　関係団体の役員

13 高槻市行政不服審査会 総務部
法務ガバナンス
室

行政不服審査法
行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を
処理すること

5以内 5 2 (1)　学識経験のある者

14
高槻市非常勤職員公務災害補償等認定
委員会

総務部 人事企画室
高槻市議会の議員その他非常勤の
職員の公務災害補償等に関する条
例

非常勤職員等の公務災害等の認定 5 5 3 (1)　学識経験を有する者

15
高槻市非常勤職員公務災害補償等審査
会

総務部 人事企画室
高槻市議会の議員その他非常勤の
職員の公務災害補償等に関する条
例

非常勤職員等の公務災害等の認定について審査の申立てが
あった場合、その申立てについて審査すること

3 3 3 (1)　学識経験を有する者
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16 高槻市退職手当審査会 総務部 人事企画室
高槻市職員の退職手当に関する条
例

退職手当の支給制限等の処分に関する調査審議 3 0

当該諮問
に係る調
査審議の
期間中

(1)　学識経験のある者
(2)　その他市長が適当と認める者

17 高槻市特別職報酬等審議会 総務部 人事企画室 高槻市附属機関設置条例
市議会議員の議員報酬の額、市長及び副市長の給料の額並び
に政務活動費の額についての審議に関する事務

10 0

当該諮問
に係る審
議の期間
中

(1)　市の区域内の公共的団体の代表者
(2)　市民

18 高槻市入札等監視委員会 総務部 契約検査課 高槻市附属機関設置条例
入札及び契約に関する事項についての調査審議並びに市長に
対する意見の具申並びに入札及び契約に係る苦情処理につい
ての審議に関する事務

3 3 2 (1)　学識経験のある者

19 高槻市債権管理審議会 総務部 収納課 高槻市債権の管理に関する条例
高槻市債権の管理に関する条例第１３条第２項に定めるもの
のほか、市の債権の有無に関する事項についての調査審議

3以内 3 2 (1)　学識経験のある者

20 高槻市人権施策推進審議会
市民生活環
境部

人権・男女共同
参画課

高槻市人権尊重の社会づくり条例 人権に関する施策の推進に関する基本的事項の調査審議 12以内 12 2
(1)　市議会の議員
(2)　学識経験のある者
(3)　公共的団体の代表者

21 高槻市男女共同参画審議会
市民生活環
境部

人権・男女共同
参画課

高槻市男女共同参画推進条例

次に掲げる事項についての調査審議
(1)男女共同参画社会の形成に関する基本的な方針、重要な施
策及び事項に関すること
(2)男女共同参画計画の実施状況に関すること

15以内 14 2

(1)　市議会の議員
(2)　学識経験のある者
(3)　関係団体から推薦を受けた者
(4)　市民

22 高槻市町名地番改正調査委員会
市民生活環
境部

市民課 高槻市附属機関設置条例
市の町名、地番を整理して、町名を選び、町の区画を定める
等、その他町名地番の改正に関する重要事項の調査審議に関
する事務

若干 4 1以内

(1)　市議会の議員
(2)　関係団体を代表する者
(3)　関係行政機関の職員
(4)　市の職員

23 高槻市環境・温暖化対策審議会
市民生活環
境部

環境政策課 高槻市環境基本条例

次に掲げる事項についての調査審議
(1)環境基本計画に関すること。
(2)地球温暖化対策に関すること。
(3)その他環境の保全及び創造に関する重要事項

25以内 20 2

(1)　市議会の議員
(2)　学識経験のある者
(3)　関係行政機関の職員
(4)　関係団体の役員
(5)　その他市長が適当と認める者

24
高槻市光化学スモッグ被害者認定審査
会

市民生活環
境部

環境政策課
光化学スモッグに係る健康被害の
救済に関する条例

光化学スモッグに係る健康被害の救済に関する条例第３条第
１項の規定による認定に関する必要事項についての調査審議

5以内 0

光化学ス
モッグに
係る健康
被害の救
済に関す
る条例第
9条第2項
に係る調
査審議の

期間中

(1)　医学に関し学識経験のある者
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25 高槻市環境影響評価委員会
市民生活環
境部

環境政策課 高槻市環境影響評価条例
(1)環境影響評価に係る重要事項を調査審議すること
(2)対象事業以外の事業が環境に与える影響について意見を述
べること

10以内 0

高槻市環
境影響評
価条例第
37条第2

項の諮問
に係る調
査審議の

期間中

(1)　学識経験を有する者

26 高槻市ＥＳＣＯ事業者選定委員会
市民生活環
境部

環境政策課 高槻市附属機関設置条例
ＥＳＣＯ事業を実施する事業者の選定に関する必要事項につ
いての調査審議に関する事務

4以内 4

当該諮問
に係る調
査審議の

期間中

(1)　学識経験のある者
(2)　関係行政機関の職員

27 高槻市廃棄物減量等推進審議会
市民生活環
境部

資源循環推進課
高槻市廃棄物の減量及び適正処理
等の推進に関する条例

一般廃棄物の減量等に関する事項を審議すること 10以内 0 2

(1)　学識経験のある者
(2)　関係団体を代表する者
(3)　市民
(4)　その他市長が適当と認める者

28 高槻市社会福祉審議会 健康福祉部 福祉政策課 社会福祉法 社会福祉に関する事項の調査審議 50以内

46
（臨時委

員を除
く）

3
(1)　市議会の議員
(2)　社会福祉事業に従事する者
(3)　学識経験のある者

29 高槻市民生委員推薦会 健康福祉部 福祉政策課 民生委員法 民生委員を推薦すること 14 14 3

次に掲げる者のうちからそれぞれ２人を市長
が委嘱する。
(1)　市議会の議員
(2)　民生委員
(3)　社会福祉事業の実施に関係のある者
(4)　市の区域を単位とする社会福祉関係団体
の代表者
(5)　教育に関係のある者
(6)　関係行政機関の職員
(7)　学識経験のある者

30 高槻市国民健康保険運営協議会 健康福祉部 国民健康保険課 国民健康保険法

次に掲げる事項について市長の諮問に応じ答申し、又は必要
あるときは、市長に建議する
(1)保険給付に関すること
(2)保健事業に関すること
(3)保険料に関すること
(4)その他重要な事項に関すること

14 14 3

(1)　被保険者を代表する委員　４人
(2)　保険医又は保険薬剤師を代表する委員
４人
(3)　公益を代表する委員　４人
(4)　被用者保険等保険者を代表する委員　２
人

31 高槻市介護認定審査会 健康福祉部 長寿介護課 介護保険法 介護保険法第２７条第５項に規定する審査判定業務 170以内 141 3
(1)　要介護者等の保健、医療又は福祉に関す
る学識経験を有する者

32 高槻市地域包括ケア推進会議 健康福祉部 長寿介護課 高槻市介護保険条例

次に掲げる事項についての調査審議
(1)支援対象被保険者への適切な支援に関すること
(2)支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営む
ために必要な支援体制に関すること

15以内 12 3
(1)　学識経験のある者
(2)　関係団体を代表する者
(3)　その他市長が適当と認める者

33 高槻市老人ホーム入所判定委員会 健康福祉部 福祉相談支援課 高槻市附属機関設置条例

老人福祉法第１１条第１項及び第２項に規定する老人ホーム
への入所措置及び措置の継続の要否並びに措置を要しない者
に対する在宅老人福祉対策事業の利用についての調査審議に
関する事務

10以内 7 2
(1)　関係団体を代表する者
(2)　市の職員
(3)　その他市長が適当と認める者
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34 高槻市障害支援区分認定審査会 健康福祉部 障がい福祉課
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

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
律第２６条第２項に規定する審査判定業務

15以内 15 3
(1)　障害者等の保健又は福祉に関する学識経
験を有する者

35 高槻市保健医療審議会 健康福祉部 健康医療政策課 高槻市附属機関設置条例
地域保健及び地域医療に関する総合的施策その他重要事項の
調査審議に関する事務

調査審議
事項ごと
に18以内

17

当該諮問
に係る調
査審議の
期間中

(1)　市議会の議員
(2)　学識経験のある者
(3)　関係行政機関の職員
(4)　関係団体を代表する者
(5)　医療を担当する者の代表者
(6)　その他市長が適当と認める者

36 高槻市感染症診査協議会 健康福祉部 保健予防課
感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律

(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第１８条第１項の規定による通知、同第２０条第１項の規定
による勧告及び同第２０条第４項の規定による入院の期間の
延長並びに同第３７条の２第１項の規定による申請に基づく
費用の負担に関し必要な事項を審議すること
(2)同第１８条第６項及び第１９条第７項(第２６条において
準用する場合を含む。)の規定による報告に関し、意見を述べ
ること

6以内 6 2

(1)　感染症指定医療機関の医師
(2)　感染症の患者の医療に関し学識経験を有
する者(感染症指定医療機関の医師を除く。)
(3)　法律に関し学識経験を有する者
(4)　医療及び法律以外の学識経験を有する者

37 高槻市感染症発生動向調査委員会 健康福祉部 保健予防課 高槻市附属機関設置条例
感染症発生動向の把握、分析及びその結果の公表並びに感染
症の予防及び対策についての審議に関する事務

8以内 8 2

(1)　関係団体を代表する者
(2)　医療を担当する者の代表者
(3)　市の職員
(4)　その他市長が適当と認める者

38 高槻市自殺対策連絡協議会 健康福祉部 保健予防課 高槻市附属機関設置条例 自殺の予防及び対策についての調査審議に関する事務 17以内 17 2

(1)　学識経験のある者
(2)　関係団体を代表する者
(3)　関係行政機関の職員
(4)　市の職員

39 高槻市子ども・子育て会議
子ども未来
部

保育幼稚園事業
課

高槻市附属機関設置条例
子ども・子育て支援法第７７条第１項各号に掲げる事務その
他子ども・子育て支援に関する重要事項の調査審議に関する
事務

11以内 11 2

(1)　学識経験のある者
(2)　子どもの保護者
(3)　事業主を代表する者
(4)　労働者を代表する者
(5)　子ども・子育て支援に関する事業に従事
する者

40
高槻市民営化認定こども園運営事業者
選定委員会

子ども未来
部

保育幼稚園事業
課

高槻市附属機関設置条例
市立の幼稚園又は保育所を民営化し認定こども園として運営
する事業者の選定に関する必要事項についての調査審議に関
する事務

16以内 0 1

(1)　学識経験のある者
(2)　乳幼児に係る教育又は保育に関し知識及
び経験のある者
(3)　当該幼稚園又は保育所に在籍する乳幼児
の保護者
(4)　関係団体を代表する者
(5)　その他市長が適当と認める者

41 高槻市予防接種委員会
子ども未来
部

子ども保健課 高槻市附属機関設置条例
予防接種の運営及び健康被害についての調査審議に関する事
務

10以内 10 2
(1)　学識経験のある者
(2)　関係団体を代表する者
(3)　市の職員

42 高槻市小児慢性特定疾病審査会
子ども未来
部

子ども保健課 児童福祉法
申請者からの小児慢性特定疾病医療費の支給認定の申請を受
理し、支給認定をしないことに関する審査

5以内 3 2
(1)　小児慢性特定疾病に関し知見を有する医
師その他の関係者
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43
高槻市乳幼児療育事業入室等選考委員
会

子ども未来
部

子育て総合支援
センター

高槻市立療育センター条例

次に掲げる事項についての調査審議
(1)乳幼児療育事業の利用の申請に対する利用の可否に関する
こと
(2)利用者ごとの乳幼児療育事業の内容及び利用期間に関する
こと

7以内 7 1

(1)　学識経験のある者
(2)　療育センターの指定管理者を代表する者
(3)　関係団体を代表する者
(4)　市の職員

44 高槻市都市計画審議会 都市創造部
都市づくり推進
課

高槻市都市計画審議会条例
都市計画法によりその権限に属させられた事項及び市長の諮
問に応じ都市計画に関する事項を調査審議すること

20以内 19 2

学識経験のある者及び市議会の議員
上記の者のほか、次に掲げる者のうちから委
員を任命することができる。
(1)　関係行政機関の職員
(2)　市民

45 高槻市景観審議会 都市創造部
都市づくり推進
課

高槻市景観審議会条例

次に掲げる事項についての調査審議
(1)高槻市景観条例の規定によりその権限に属する事項
(2)高槻市屋外広告物条例の規定によりその権限に属する事項
(3)その他景観の形成及び屋外広告物に関する重要事項

12以内 11 2

(1)　学識経験のある者
(2)　関係行政機関の職員
(3)　関係団体を代表する者
(4)　市民
(5)　その他市長が適当と認める者

46 高槻市バリアフリー推進協議会 都市創造部
都市づくり推進
課

高槻市附属機関設置条例

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第２
４条の４第１項及び第２６条第１項に規定する協議及び連絡
調整その他同法第２４条の２第１項に規定する移動等円滑化
促進方針及び同法第２５条第１項に規定する基本構想に関す
る重要事項の調査審議に関する事務

23以内 23 2

(1)　学識経験のある者
(2)　関係行政機関の職員
(3)　関係団体を代表する者
(4)　市民
(5)　市の職員

47 高槻市建築審査会 都市創造部 審査指導課 建築基準法

建築基準法第９４条第１項前段の審査請求に対する裁決につ
いての議決を行うとともに、特定行政庁の諮問に応じて、こ
の法律の施行に関する重要事項を調査審議すること及び法律
の施行に関する事項について関係行政機関に対し建議するこ
と

7 7 2

(1)　法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生
又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、
公共の福祉に関し公正な判断をすることがで
きる者

48 高槻市開発審査会 都市創造部 審査指導課 都市計画法
都市計画法第５０条第１項前段に規定する審査請求に対する
裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行
うこと

7 7 2

(1)　法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生
又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、
公共の福祉に関し公正な判断をすることがで
きる者

49 高槻市ホテル等建築審議会 都市創造部 審査指導課
高槻市ホテル等建築の適正化に関
する条例

高槻市ホテル等建築の適正化に関する条例第５条第１項に規
定する同意その他この条例の施行に関する重要な事項につい
ての調査審議

8以内 8 2

(1)　学識経験のある者
(2)　関係行政機関の職員
(3)　関係団体を代表する者
(4)　その他市長が適当と認める者

50 高槻市ぱちんこ遊技場建築審議会 都市創造部 審査指導課
高槻市ぱちんこ遊技場の建築規制
に関する条例

高槻市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例第５条第１項
に規定する同意その他この条例の施行に関する重要な事項に
ついての調査審議

8以内 8 2

(1)　学識経験のある者
(2)　関係行政機関の職員
(3)　関係団体を代表する者
(4)　その他市長が適当と認める者

51 高槻市空家等対策審議会 都市創造部 住宅課 高槻市附属機関設置条例

空家等対策の推進に関す特別措置法第６条第１項に規定する
空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他同法第２条
第２項に規定する特定空家等に関する重要事項の調査審議に
関する事務

8以内 8

当該諮問
に係る調
査審議の
期間中

(1)　学識経験のある者
(2)　関係団体を代表する者
(3)　その他市長が適当と認める者

52 高槻市ＰＦＩ事業者選定委員会 都市創造部 住宅課 高槻市附属機関設置条例
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
法律に基づく民間事業者の選定その他特定事業の実施等に関
する必要事項についての調査審議に関する事務

5以内 0

当該諮問
に係る調
査審議の
期間中

(1)　学識経験のある者
(2)　その他市長が適当と認める者
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53
高槻市まちづくり交付金事業事後評価
委員会

都市創造部 道路課 高槻市附属機関設置条例
都市再生特別措置法第４６条第１項に規定する都市再生整備
計画に基づく事業の事後評価についての審議に関する事務

3 0

当該諮問
に係る審
議の期間
中

(1)　学識経験のある者
(2)　その他市長が適当と認める者

54 高槻市下水道等事業審議会 都市創造部 下水河川企画課
高槻市下水道等事業の設置等に関
する条例

下水道等事業の経営の改善に関する重要事項について審議す
ること

15以内 0

当該諮問
に係る審
議の期間
中

(1)　学識経験のある者
(2)　関係団体を代表する者
(3)　市民

55 高槻市農林業活性化審議会
街にぎわい
部

農林緑政課
高槻市農林業の活性化に関する条
例

高槻市農林業の活性化に関する条例第１０条第２項に掲げる
もののほか、次に掲げる事項についての調査審議
(1)農林業の活性化に向けた基本計画の実施状況に関すること
(2)その他農林業の活性化に関する重要事項に関すること

10以内 10 2

(1)　学識経験のある者
(2)　農林業者、農林業団体及び各種団体等を
代表する者
(3)　市民

56 高槻市緑地環境保全等審議会
街にぎわい
部

農林緑政課
高槻市緑地環境の保全及び緑化の
推進に関する条例

高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例によりそ
の権限に属することとされた事項及び同条例の施行に関する
重要事項についての審議

10 10 2

(1)　市議会議員
(2)　学識経験を有する者
(3)　関係行政機関の職員
(4)　関係団体の代表者
(5)　市民

57 高槻市産業振興審議会
街にぎわい
部

産業振興課 高槻市附属機関設置条例
産業の振興に関する総合的施策その他重要事項の調査審議に
関する事務

20以内 16 2

(1)　市議会の議員
(2)　学識経験のある者
(3)　関係行政機関の職員
(4)　関係団体を代表する者
(5)　その他市長が適当と認める者

58
高槻市芸術文化劇場内飲食店運営事業
者選定委員会

街にぎわい
部

歴史にぎわい推
進課

高槻市附属機関設置条例
高槻市立芸術文化劇場における飲食店の管理者の選定に関す
る必要事項についての調査審議に関する事務

5以内 0

当該諮問
に係る調
査審議の

期間中

(1)　学識経験のある者
(2)　市の職員
(3)　その他市長が適当と認める者

59
高槻市芸術文化劇場どん帳制作事業者
選定委員会

街にぎわい
部

歴史にぎわい推
進課

高槻市附属機関設置条例
高槻市立芸術文化劇場大ホールのどん帳を制作する事業者の
選定に関する必要事項についての調査審議に関する事務

5以内 0

当該諮問
に係る調
査審議の

期間中

(1)　学識経験のある者
(2)　関係団体を代表する者
(3)　市の職員
(4)　その他市長が適当と認める者

60 高槻市文化振興審議会
街にぎわい
部

文化スポーツ振
興課

高槻市附属機関設置条例
文化の振興に関する総合的施策その他重要事項についての調
査審議に関する事務

10以内 10 2

(1)　市議会の議員
(2)　学識経験のある者
(3)　関係団体を代表する者
(4)　その他市長が適当と認める者

61 高槻市スポーツ推進審議会
街にぎわい
部

文化スポーツ振
興課

高槻市附属機関設置条例
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
の調査審議に関する事務

10以内 9 2

(1)　学識経験のある者
(2)　関係団体を代表する者
(3)　市民
(4)　その他市長が適当と認める者

62 高槻市文化財保護審議会
街にぎわい
部

文化財課 高槻市文化財保護条例
市の区域内に存する文化財の保護及び活用に関する重要事項
について調査審議し、並びにこれらの事項に関し、市長の諮
問に応じ意見を具申すること

7以内 6 2 (1)　文化財に関して優れた識見を有する者
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63 高槻市史跡整備指導検討会
街にぎわい
部

文化財課 高槻市附属機関設置条例
市内に所在する史跡の保存及び公開についての調査審議に関
する事務

8以内 6 2 (1)　学識経験のある者

64 高槻市芥川山城跡調査委員会
街にぎわい
部

文化財課 高槻市附属機関設置条例 芥川山城跡の歴史的評価についての調査審議に関する事務 5以内 3 2 (1) 学識経験のある者

65 高槻市文化財保存活用推進協議会
街にぎわい
部

文化財課 高槻市附属機関設置条例

文化財保護法第１８３条の３第１項に規定する文化財保存活
用地域計画についての重要事項の調査審議及び同法第１８３
条の５第１項に規定する認定文化財保存活用地域計画の実施
に係る関係機関相互の連絡調整に関する事務

15以内 10 2

(1)　学識経験のある者
(2)　関係行政機関の職員
(3)　関係団体を代表する者
(4)　市の職員
(5)　その他市長が適当と認める者

66 高槻市奨学生選考委員会
教育委員会
事務局

保健給食課 高槻市奨学金貸付基金条例
(1)奨学生の選考に関すること
(2)その他教育委員会から諮問をうけた事項に対する答申に関
すること

7以内 7 2
(1)　市議会議員
(2)　民生委員児童委員
(3)　学校教育関係者

67 高槻市社会教育委員
教育委員会
事務局

地域教育青少年
課

高槻市社会教育委員条例

(1)社会教育に関する諸計画を立案すること
(2)定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、こ
れに対して、意見を述べること
(3)前２号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと

10以内 9 2
(1)　学校教育及び社会教育の関係者
(2)　家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3)　学識経験のある者

68 高槻市青少年問題協議会
教育委員会
事務局

地域教育青少年
課

高槻市附属機関設置条例
青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹
立についての調査審議及びその施策を実施するために必要な
関係行政機関相互の連絡調整に関する事務

15以内 5 2
(1)　市議会の議員
(2)　学識経験のある者
(3)　関係行政機関の職員

69 高槻市公民館運営審議会
教育委員会
事務局

城内公民館 高槻市立公民館条例 公民館における各種事業の企画実施についての調査審議 20以内 14 2
(1)　学校教育及び社会教育の関係者
(2)　家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3)　学識経験のある者

70 高槻市図書館協議会
教育委員会
事務局

中央図書館 高槻市立図書館条例
図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の
行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べること

10以内 8 2
(1)　学校教育及び社会教育の関係者
(2)　家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3)　学識経験のある者

71
高槻市立義務教育諸学校教科用図書選
定委員会

教育委員会
事務局

教育指導課 高槻市附属機関設置条例
市立の小学校及び中学校において使用する教科用図書の選定
についての調査審議に関する事務

調査審議
事項ごと
に22以内

0

任命した
日が属す
る年度の
末日まで

(1)　市立の小学校に在籍する児童又は市立の
中学校に在籍する生徒の保護者
(2)　市立の小学校又は中学校に勤務する教育
職員
(3)　市の職員(前号に掲げる者を除く。)

72 高槻市いじめ問題専門委員会
教育委員会
事務局

教育指導課 高槻市附属機関設置条例
いじめ防止対策推進法第２８条第１項の規定による調査に関
する事務

5以内 0

当該諮問
に係る調
査の期間
中

(1)　学識経験のある者
(2)　その他教育委員会が適当と認める者



(令和3年7月1日現在）

名　　　　　称 所管部局 担当所属 根拠法規名 担任事務、主な審議内容等 定 数 委嘱数 任期
委員

（選任資格等）

　 （人） （人） （年）

令和３年度　附属機関一覧表

73 高槻市自動車運送事業審議会 交通部 総務企画課
高槻市自動車運送事業の設置等に
関する条例

自動車運送事業の経営の改善に関する重要事項についての審
議

15以内 10 5

(1)　学識経験のある者
(2)　関係団体を代表する者
(3)　市民
(4)　その他市長が適当と認める者

74 高槻市水道事業審議会 水道部 総務企画課
高槻市水道事業の設置等に関する
条例

水道事業の経営の改善に関する重要事項についての審議 15以内 10 2

(1)　学識経験のある者
(2)　関係団体を代表する者
(3)　市民
(4)　その他市長が適当と認める者


