
豊島区附属機関設置に関する条例を公布する。

平成２６年７月７日

豊島区長 高 野 之 夫

豊島区条例第１６号

豊島区附属機関設置に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項及び第２０２条の３第１項の規

定に基づき、区長及び教育委員会（以下「執行機関」という。）の附属機関の設置、

担任する事務、組織その他附属機関について必要な事項を定めるものとする。

（設置及び担任事務）

第２条 執行機関の附属機関として、別表に掲げる附属機関を置く。

２ 附属機関の担任する事務は、別表附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じて、

それぞれ同表担任事務の欄に定めるとおりとする。

（組織）

第３条 附属機関の委員（以下「委員」という。）の定数は、別表附属機関の欄に掲

げる附属機関の区分に応じて、それぞれ同表委員の定数の欄に定めるとおりとする。

２ 委員は、学識経験者その他それぞれの附属機関の担任する事務に応じて執行機関

が適当と認める者のうちから、当該執行機関が委嘱し、又は任命する。

（任期）

第４条 委員の任期は、別表附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じて、それぞ



れ同表委員の任期の欄に定めるとおりとする。ただし、再任を妨げない。

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（専門委員）

第５条 執行機関は、必要があると認めるときは、附属機関に専門の事項を調査させ

るための専門委員を置くことができる。

２ 専門委員は、学識経験者その他執行機関が適当と認める者のうちから、当該執行

機関が委嘱し、又は任命する。

（委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営について必要な事項

は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第３項及び第５項の規定は、

平成２６年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際、現に設置されている次の表の附属機関の欄に掲げる機関の

委員又は専門委員として委嘱され、又は任命され、現にその職にある者については、

この条例の施行の日に第３条第２項の規定により委嘱され、又は任命された委員と

みなす。この場合において、これらの委員の任期は、第４条第１項本文の規定にか

かわらず、同表附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じて、それぞれ同表任期

の欄に定める日までとする。

附属機関 任 期



豊島区政策評価委員会 平成２７年３月３１日

豊島区公の施設指定管理者審査委員会 平成２７年３月３１日

豊島区総合評価競争入札推進委員会 平成２８年４月３０日

豊島区入札監視委員会 平成２６年１１月３０日

豊島区公共施設等総合管理方針検討委員会 平成２７年３月３１日

豊島区区有地活用事業プロポーザル選定委員 平成２６年９月３０日

会（落合南長崎駅前）

豊島区区民活動支援事業補助金審査委員会 平成２７年３月３１日

豊島区図書館経営協議会 平成２７年３月３１日

豊島区福祉有償運送運営協議会 平成２７年８月３１日

豊島区教育に関する事務の点検・評価委員会 平成２７年３月３１日

豊島区教育ビジョン検討委員会 平成２７年３月３１日

（豊島区附属機関設置に関する条例の一部改正）

３ 豊島区附属機関設置に関する条例（平成２６年豊島区条例第 号）の一部を次

のように改正する。

別表第１号豊島区区有地活用事業プロポーザル選定委員会（落合南長崎駅前）の

項を削る。

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

４ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年豊島

区条例第２０号）の一部を次のように改正する。

別表第１号を次のように改める。

(1) 附属機関の委員



職 名 報酬の額

会長日額 １５，７００円

豊島区基本構想審議会委員 部会長日額 １５，７００円

委員日額 １３，７００円

会長日額 １５，７００円

豊島区自治推進委員会委員 委員日額 １３，７００円

専門委員日額 １３，７００円

委員長日額 １３，０００円

豊島区政策評価委員会委員

委員日額 １１，７００円

委員長日額 １５，０００円

豊島区公の施設指定管理者審査委員会

委員 委員日額 １３，０００円

会長日額 １９，５００円

豊島区現庁舎地活用事業者審査委員会

委員 委員日額 １７，５００円

会長日額 １５，７００円

豊島区特別職報酬等審議会委員

委員日額 １３，７００円

会長日額 １５，７００円

豊島区表彰審査会委員

委員日額 １３，７００円

会長日額 １９，５００円

豊島区行政情報公開・個人情報保護審

査会委員 委員日額 １７，５００円

会長日額 １５，７００円

豊島区行政情報公開・個人情報保護審

議会委員 委員日額 １３，７００円



委員長日額 １３，０００円

豊島区総合評価競争入札推進委員会委

員 委員日額 １１，７００円

委員長日額 １３，０００円

豊島区入札監視委員会委員

委員日額 １１，７００円

豊島区防災会議委員 日額 １３，７００円

豊島区国民保護協議会委員 日額 １３，７００円

会長日額 １５，７００円

豊島区男女共同参画推進会議委員

委員日額 １３，７００円

豊島区男女共同参画苦情処理委員 日額 １９，５００円

会長日額 １５，７００円

豊島区財産価格審議会委員

委員日額 １３，７００円

会長日額 １９，５００円

豊島区公共施設等総合管理方針検討委

員会委員 委員日額 １７，５００円

学識経験委員日額 １３，０００円

豊島区区有地活用事業プロポーザル選

定委員会（落合南長崎駅前）委員 その他の委員日額 ３，０００円

委員長日額 １３，０００円

豊島区区民活動支援事業補助金審査委

員会委員 委員日額 １１，７００円

会長日額 １５，７００円

豊島区国民健康保険運営協議会委員

委員日額 １３，７００円

会長日額 １５，７００円

豊島区商工政策審議会委員

委員日額 １３，７００円

豊島区中規模小売店舗立地調整審議会 日額 １３，７００円

委員



会長日額 １３，０００円

豊島区観光振興プラン策定委員会委員 公募委員日額 ３，０００円

その他の委員日額 １１，７００円

会長日額 １５，７００円

豊島区生涯学習推進協議会委員

委員日額 １３，７００円

会長日額 １３，０００円

豊島区スポーツ推進計画策定委員会委 公募委員日額 ３，０００円

員

その他の委員日額 １１，７００円

会長日額 １３，０００円

豊島区図書館経営協議会委員 学識経験委員日額 １１，７００円

その他の委員日額 ３，０００円

会長日額 １５，７００円

豊島区環境審議会委員

委員日額 １３，７００円

会長日額 １５，７００円

豊島区リサイクル・清掃審議会委員

委員日額 １３，７００円

会長日額 １５，７００円

豊島区保健福祉審議会委員

委員日額 １３，７００円

会長日額 １５，７００円

豊島区民生委員推薦会委員

委員日額 １３，７００円

会長日額 １９，５００円

豊島区障害認定審査会委員 合議体の長日額 １９，５００円

委員日額 １７，５００円



会長日額 １９，５００円

豊島区介護認定審査会委員 合議体の長日額 １９，５００円

委員日額 １７，５００円

学識経験委員日額 １１，７００円

豊島区福祉有償運送運営協議会委員

その他の委員日額 ５，０００円

会長日額 １９，５００円

豊島区公害健康被害認定審査会委員

委員日額 １７，５００円

会長日額 １９，５００円

豊島区公害健康被害診療報酬審査会委

員 委員日額 １７，５００円

会長日額 １９，５００円

豊島区大気汚染障害者認定審査会委員

委員日額 １７，５００円

会長日額 １６，６００円

豊島区保健所運営協議会委員

委員日額 １４，６００円

会長日額 １５，７００円

豊島区健康プラン推進会議委員

委員日額 １３，７００円

会長日額 １９，５００円（豊島区感

染症の診査に関する協議会条例（平成

１１年豊島区条例第２０号）第７条第

豊島区感染症の診査に関する協議会委 １項ただし書の規定により会議を開く

員 場合は、５，２５０円）

委員日額 １７，５００円

会長日額 １５，７００円

豊島区青少年問題協議会委員

委員日額 １３，７００円

会長日額 １５，７００円



豊島区子ども・子育て会議委員

委員日額 １３，７００円

豊島区子どもの権利擁護委員 月額 ６０，０００円

豊島区民間保育所事業者選定審査会委 委員日額 １５，０００円

員

会長日額 １５，７００円

豊島区都市計画審議会委員

委員日額 １３，７００円

委員長日額 １９，５００円

豊島区都市計画マスタープラン策定検

討委員会 委員日額 １７，５００円

会長日額 １５，７００円

豊島区アメニティ形成審議会委員

委員日額 １３，７００円

会長日額 １５，７００円

豊島区住宅対策審議会委員

委員日額 １３，７００円

会長日額 １９，５００円

豊島区建築審査会委員

委員日額 １７，５００円

会長日額 １９，５００円

豊島区建築紛争調停委員会委員

委員日額 １７，５００円

会長日額 １５，７００円

豊島区自転車等駐車対策協議会委員

委員日額 １３，７００円

委員長日額 １９，５００円

豊島区教育に関する事務の点検・評価 学識経験委員日額 １７，５００円

委員会委員

その他の委員日額 ９，０００円

会長日額 １９，５００円

豊島区文化財保護審議会委員



委員日額 １７，５００円

委員長日額 １５，７００円

豊島区教育ビジョン検討委員会委員 副委員長日額 １３，７００円

委員日額 ３，０００円

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

５ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のよう

に改正する。

別表第１号豊島区区有地活用事業プロポーザル選定委員会（落合南長崎駅前）委

員の項を削る。

別表（第３条関係）

(1) 区長の附属機関

附属機関 担任事務 委員の定数 委員の任期

豊島区政策評価 区の政策、施策及び事務 １３人以内 委嘱又は任命された

委員会 事業に係る評価及び審査 日からその日の属す

に関すること。 る年度の末日まで

豊島区公の施設 指定管理者の選考に係る １５人以内 ２年

指定管理者審査 評価及び審査に関するこ

委員会 と。

豊島区現庁舎地 現庁舎地活用におけるプ １２人以内 委嘱又は任命された

活用事業者審査 ロポーザル方式の事業者 日から事業者が選定

委員会 選定に係る審査に関する される日まで

こと。

豊島区総合評価 総合評価競争入札に係る １５人以内 ３年

競争入札推進委 審査に関すること。

員会

豊島区入札監視 入札及び契約手続に係る ３人以内 ２年



委員会 審査に関すること。

豊島区公共施設 公共施設等総合管理方針 １８人以内 １年

等総合管理方針 の策定に関すること。

検討委員会

豊島区区有地活 落合南長崎駅前区有地活 １０人以内 委嘱又は任命された

用事業プロポー 用におけるプロポーザル 日から事業者が選定

ザル選定委員会 方式の事業者選定に係る される日まで

（落合南長崎駅 審査に関すること。

前）

豊島区区民活動 区民活動支援事業補助金 ５人以内 ２年

支援事業補助金 の交付に係る審査に関す

審査委員会 ること。

豊島区観光振興 豊島区観光振興プランの １５人以内 委嘱又は任命された

プラン策定委員 策定に関すること。 日からプランが策定

会 される日まで

豊島区スポーツ 豊島区スポーツ推進計画 １９人以内 委嘱又は任命された

推進計画策定委 の策定に関すること。 日から計画が策定さ

員会 れる日まで

豊島区図書館経 区立図書館の運営に係る １５人以内 ２年

営協議会 評価及び審査に関するこ

と。

豊島区福祉有償 特定非営利活動法人等が １２人以内 ２年

運送運営協議会 行う福祉有償運送に係る

協議及び審査に関するこ

と。

豊島区健康プラ 豊島区健康プランの推進 １５人以内 ２年

ン推進会議 に係る評価及び審査に関

すること。

豊島区民間保育 民間保育施設におけるプ ５人以内 委嘱又は任命された

所事業者選定審 ロポーザル方式の事業者 日から事業者が選定

査会 選定に係る審査に関する される日まで

こと。

豊島区都市計画 豊島区都市計画マスター １９人以内 委嘱又は任命された

マスタープラン プランの策定に関するこ 日からプランが策定



策定検討委員会 と。 される日まで

(2) 教育委員会の附属機関

附属機関 担任事務 委員の定数 委員の任期

豊島区教育に関 教育委員会の権限に属す ３人以内 委嘱又は任命された

する事務の点検 る事務の管理及び執行状 日からその日の属す

・評価委員会 況についての点検及び評 る年度の末日まで

価に関すること。

豊島区教育ビジ 豊島区教育ビジョン及び １９人以内 委嘱又は任命された

ョン検討委員会 教育振興計画の策定に関 日からその日の属す

すること。 る年度の末日まで


