
○富田林市附属機関の設置に関する条例 

昭和３８年７月３０日 

条例第１９号 

最近改正 令和３年３月３０日条例第２号 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４

第３項及び地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１４条に基づき、

本市に設置する執行機関等（市長その他の執行機関及び上下水道事業管理者

をいう。以下同じ。）の附属機関について必要な事項を定めることを目的と

する。 

（設置） 

第２条 法律若しくはこれに基づく政令又は別に条例で定めるものを除くほか、

別表のとおり本市に執行機関等の附属機関を置く。 

（委任） 

第３条 前条に規定する附属機関の組織、運営、その他附属機関について必要

な事項は、附属機関の属する執行機関等が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和３９年条例第４０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４０年条例第９号） 

この条例は、昭和４０年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４１年条例第１４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４２年条例第１２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４３年条例第１６号） 



（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償支給条例の一部改正） 

第２条 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償支給条例（昭和３

１年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（富田林市実費弁償条例の一部改正） 

第３条 富田林市実費弁償条例（昭和４０年条例第１９号）の一部を次のよう

に改正する。 

〔次のよう〕略 

（富田林市建設審議会条例の廃止） 

第４条 富田林市建設審議会条例（昭和３４年条例第１２号）を廃止する。 

附 則（昭和４４年条例第３１号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償支給条例の一部改正） 

第２条 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償支給条例（昭和３

１年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（昭和４４年条例第４２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４６年条例第３０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４６年条例第３７号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償支給条例の一部を改正



する条例） 

第２条 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償支給条例（昭和３

１年富田林市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（昭和４８年条例第２号） 

この条例は、昭和４８年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５０年条例第４号） 

この条例は、昭和５０年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年条例第２４号）抄 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６１年条例第１７号） 

この条例は、昭和６１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成９年条例第１６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１２年条例第１５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年条例第５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年３月３１日から施行する。 

附 則（平成１４年条例第１３号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年条例第２４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 



附 則（平成２６年条例第２４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年条例第２０号） 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成２８年１月１

日から施行する。 

附 則（平成２８年条例第６号） 

この条例中第１条の規定は平成２８年４月１日から、第２条の規定は平成２

９年３月３１日から施行する。 

附 則（平成２８年条例第２７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年条例第３号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年条例第２２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年７月１日から施行する。 

附 則（平成３０年条例第３号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年条例第２９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年条例第２号） 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年条例第１５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年条例第５号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年条例第３４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 



附 則（令和３年条例第２号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

附属機関の属す

る執行機関等 

附属機関 担当事務 

市長 富田林医師会管内胃内

視鏡検診運営委員会 

胃内視鏡検診の実施運営及び精度管理

体制構築に関する事務 

富田林駅南地区まちづ

くり交付金評価委員会 

まちづくり交付金事業における事後評

価に関する事務 

富田林市いじめ問題再

調査委員会 

いじめ防止対策推進法（平成２５年法律

第７１号）第２８条第１項に規定する調

査の結果についての同法第３０条第２

項の規定による再調査に関する事務 

富田林市営住宅入居審

査委員会 

市営住宅入居者の資格審査に関する事

務 

富田林市大阪エコ農業

推進協議会 

大阪エコ農産物認証事業の生産計画の

審査等に関する事務 

富田林市外国人市民会

議 

外国人市民の市政参画の推進に関する

事務 

富田林市学童クラブ利

用承認審査会 

学童クラブの利用申請をした児童のう

ち配慮を要すると認められる児童の利

用承認に関する事務 

富田林市観光ビジョン

策定委員会 

富田林市観光ビジョンの策定等に関す

る事務 

富田林市ケアセンター

あり方検討委員会 

富田林市ケアセンターの運営等のあり

方に関する調査及び研究に関する事務 

富田林市ケア方針検討介護保険法（平成９年法律第１２３号）



会 第１１５条の４８第１項及び第２項に

規定する個別ケースのケアマネジメン

ト支援に関する事務 

富田林市元気なまちづ

くりモデル事業審査委

員会 

元気なまちづくりモデル事業の選定及

び事業変更の審査に関する事務 

富田林市交通安全対策

委員会 

交通安全のための調査、審議並びに交通

安全対策の推進に関する事務 

富田林市交通会議 富田林市交通基本計画に基づく市の交

通施策の推進に関する事務 

富田林市交通等バリア

フリー基本構想推進協

議会 

移動等円滑化の促進に関すること等に

ついての調査、協議及び連絡調整に関す

る事務 

富田林市公的介護施設

等設置事業者選考委員

会 

富田林市高齢者保健福祉計画及び富田

林市介護保険事業計画に基づく公的介

護施設等の整備に当たっての公正な設

置事業者選考に関する事務 

富田林市高齢者保健福

祉計画等推進委員会 

富田林市高齢者保健福祉計画及び富田

林市介護保険事業計画の策定及び推進

についての協議、検討、提言等に関する

事務 

富田林市国民健康保険

保健事業委託事業者選

定委員会 

国民健康保険保健事業に係る委託事業

者の選定に関する事務 

富田林市金剛地区再生

指針推進協議会 

金剛地区再生指針の推進等に関する事

務 

富田林市営葬儀対策委市営葬儀に関する事務 



員会 

富田林市指定管理者選

定委員会 

指定管理者候補の選定等に関する事務 

富田林市シティセール

ス等業務受注候補者選

定委員会 

富田林市シティセールス等業務の受注

候補者の選定等に関する事務 

富田林市児童福祉審議

会 

認可保育所及び家庭的保育事業等の設

置に係る意見の聴取に関する事務 

富田林市市民公益活動

支援センター業務受託

者選定委員会 

富田林市市民公益活動支援センター業

務受託者の候補者選定に関する事務 

富田林市市民公益活動

推進と協働のための市

民会議 

市民公益活動における行政と市民との

協働の推進に関する事務 

富田林市市民ワークシ

ョップ支援業務受注候

補者選定委員会 

市民ワークショップ業務の受注候補者

の選定等に関する事務 

富田林市社会福祉法人

設立認可等審査会 

社会福祉法人の設立認可及び行政処分

に係る審査に関する事務 

富田林市障がい者地域

自立支援協議会 

相談支援事業の適切な運営及び地域の

障がい福祉に係る包括的かつ予防的な

システムづくりに関する事務 

富田林市障がい児（者）

ライフサポート推進事

業委託事業者選定委員

会 

ライフサポート推進事業の委託事業者

の審査及び選定に関する事務 

富田林市職員分限懲戒職員の分限及び懲戒に関する必要な事



等審査委員会 項についての調査審議等に関する事務 

富田林市住居表示審議

会 

住居表示整備事業における重要事項に

ついての調査及び審議に関する事務 

富田林市新庁舎建設設

計業務受注候補者選定

委員会 

新庁舎の建設に係る基本設計業務及び

実施設計業務の受注候補者の選定等に

関する事務 

富田林市生活支援等サ

ービス体制整備協議体 

生活支援等の基盤整備に向けて、多様な

主体間の情報共有、連携及び協働による

サービス並びに資源開発に関する事務 

富田林市多文化共生推

進委員会 

富田林市多文化共生推進指針に基づく

市の多文化共生推進に関する事務 

富田林市地域福祉推進

委員会 

富田林市地域福祉計画の策定及び推進

についての意見具申に関する事務 

富田林市地域包括支援

センター運営協議会 

地域包括支援センターの設置、公正及び

中立な運営その他センターの円滑かつ

適正な運営に関する事務 

富田林市地域密着型サ

ービス運営委員会 

指定地域密着型サービス事業者及び指

定地域密着型介護予防サービス事業者

の指定等に関する事務 

富田林市庁舎整備基本

計画策定委員会 

富田林市庁舎整備基本計画の策定に関

する事務 

富田林市つどいの広場

事業委託事業者選定委

員会 

つどいの広場事業の運営委託事業者の

選定に関する事務 

富田林市都市農業振興

基本計画策定委員会 

富田林市都市農業振興基本計画の策定

等に関する事務 

富田林市入札等監視委入札及び契約手続に関する調査審査及



員会 び市長に対する意見の具申又は勧告並

びに公共工事の入札及び契約の過程に

関する苦情申立ての審査に関する事務 

富田林市入所審査会 特に配慮を要する児童の保育所等入所

決定について必要な事項の調査審議に

関する事務 

富田林市農業委員候補

者評価等委員会 

農業委員会委員候補者の評価等に関す

る事務 

富田林市農業経営改善

計画認定審査会 

農業経営改善計画認定申請の審査に関

する事務 

富田林市農業振興地域

整備促進協議会 

富田林農業振興地域整備計画の策定及

び変更その他同整備計画に基づく事業

の実施についての重要事項の調査協議

に関する事務 

富田林市人・農地プラ

ン検討会 

人・農地プランに定める内容の審査及び

検討に関する事務 

富田林市不動産評価委

員会 

不動産の取得、処分及び交換の価格決定

等に関する事務 

富田林市保育所等運営

事業者選考等委員会 

民間保育所等の設置及び運営を希望す

る事業者の選考等に関する事務 

富田林市保健事業推進

協議会 

住民の健康の保持増進を図るための保

健事業推進に係る計画及び実施に関す

る事務 

富田林市補助金等検討

委員会 

補助金等の適正化に関する事項につい

ての調査審議等に関する事務 

富田林市保存樹木等指

定検討委員会 

古樹名木又はその集団を保存樹木又は

保存樹林に指定するための調査検討に



関する事務 

富田林市防犯灯設置審

査委員会 

市が設置する防犯灯についての審査に

関する事務 

富田林市予防接種健康

被害調査委員会 

予防接種法（昭和２３年法律第６８号）

に基づく予防接種における副反応報告

に係る調査及び審議に関する事務 

富田林市立児童館運営

審議会 

児童館における事業の企画運営に関す

る事務 

富田林市立人権文化セ

ンター運営審議会 

人権文化センターにおける事業の企画

運営に関する事務 

富田林市立地適正化計

画策定委員会 

立地適正化計画の策定等に関する事務 

富田林市立幼稚園・保

育所あり方検討委員会 

市立幼稚園及び保育所のこれからのあ

り方に関する調査及び研究に関する事

務 

富田林市老人ホーム入

所判定委員会 

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）に規定する養護老人ホーム及び特別

養護老人ホームへの入所措置に関する

事務 

教育委員会 新堂廃寺等整備委員会 国指定史跡新堂廃寺附オガンジ池瓦窯

跡、お亀石古墳の一体的整備及び活用に

関する事務 

富田林市いじめ問題対

策委員会 

市立小中学校におけるいじめ防止等の

対策に関する事務 

富田林市きらめき創造

館運営協議会 

富田林市きらめき創造館における事業

の運営等に関する事務 

富田林市きらめき創造富田林市きらめき創造館運営業務委託



館運営業務委託事業者

選定委員会 

事業者の選定に関する事務 

富田林市公私立幼稚園

連絡協議会 

市における公立又は私立幼稚園の幼稚

園教育の振興及び推進に関する事務 

富田林市就学相談推進

委員会 

市立の幼稚園、小学校又は中学校に就園

又は就学する園児、児童又は生徒に関す

る事務 

富田林市小学校給食会 市立小学校における給食の円滑な実施

及び運営に関する事務 

富田林寺内町地区街な

み環境整備委員会 

寺内町地区の街なみ環境整備事業につ

いての調整等に関する事務 

富田林市中学校給食会 市立中学校における給食の円滑な実施

及び運営に関する事務 

富田林市文化振興基金

審査委員会 

市文化振興基金助成金の交付に関する

事務 

富田林市放課後子ども

教室運営委員会 

放課後子ども教室推進事業の運営等に

関する事務 

富田林市余裕教室有効

活用検討委員会 

余裕教室活用指針に基づき、市立小・中

学校に生じた余裕教室の有効活用に関

する事務 

富田林市立小学校教科

用図書選定委員会 

市立小学校において使用する教科用図

書の採択に関する事務 

富田林市立小中学校校

区対策委員会 

市立小中学校の通学区域に関する事務 

富田林市立中学校教科

用図書選定委員会 

市立中学校において使用する教科用図

書の採択に関する事務 

上下水道事業管富田林市下水道管渠長下水道管渠長寿命化PFI事業（５ヵ年計



理者 寿命化PFI事業受託者

選定委員会 

画）における受託者の選定等に関する事

務 

富田林市上下水道事業

運営協議会 

上下水道事業の運営についての協議に

関する事務 

富田林市水道事業ビジ

ョン検討委員会 

水道事業ビジョンについての策定及び

検討等に関する事務 

 


