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議案第４１号

鳥取県附属機関条例の一部改正について

　次のとおり鳥取県附属機関条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、本議会

の議決を求める。

　　平成29年２月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治

　　　鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例

　鳥取県附属機関条例（平成25年鳥取県条例第53号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前
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別表第１（第２条関係）

名称 調査審議する事項

　略

鳥取県地震防災調査研究

委員会

（１）　地震による被害の想定の見直
しに関する事項

（２）　略

　略

鳥取県知事等の給与に関

する有識者会議

知事等の給料、報酬及び手当の額そ

の他の給与に関する制度の改正の必

要性に関する事項

　略

鳥取県いじめ問題検証委

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
重大事態についての調査及び県内の

学校におけるいじめが原因と考えら

れる児童・生徒の重大な事故に関す

る事項

別表第１（第２条関係）

名称 調査審議する事項

　略

鳥取県地震防災調査研究

委員会

（１）　地震による被害の想定の見直
しその他の地震防災対策に関する

事項

（２）　略

　略

鳥取県知事等の給与に関

する有識者会議

知事等の給料、報酬及び手当の額そ

の他の給与に関する制度の改正の必

要性に関する事項

鳥取県規制改革会議 規制の見直しに係る提案等に関する

事項

　略

鳥取県いじめ問題検証委

員会

（１）　いじめ防止対策推進法（平成
25年法律第71号）第30条第２項及
び第31条第２項の規定による調査
に関する事項

（２）　県内の学校におけるいじめが
原因と考えられる児童・生徒の重
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　略

鳥取県東部圏域がん対策

推進会議

地域に密着した医療及び検診体制、

受診率の向上その他の地域の特性に

応じたがん対策の推進に関する事項鳥取県中部圏域がん対策

推進会議

鳥取県西部圏域がん対策

推進会議

鳥取県東部地域歯科保健

推進協議会

歯科保健関係者の人材育成等の歯科

保健衛生の推進に関する事項

鳥取県中部地域歯科保健

推進協議会

鳥取県西部地域歯科保健

推進協議会

鳥取県東部福祉保健事務

所老人ホーム入所調整委

員会

老人福祉法 (昭和38年法律第133号 )
第６条の２の規定による老人福祉に
関する実情の把握及び福祉の措置の

調整に関する事項鳥取県中部福祉事務所老

人ホーム入所調整委員会

　大な事故であって、いじめ防止対

策推進法第28条第１項又は同法第
30条第２項の規定による調査が行
われていないもの等の検証に関す

る事項

　略

鳥取県がん対策推進会議 地域に密着した医療及び検診体制、

受診率の向上その他の地域の特性に

応じたがん対策の推進に関する事項

鳥取県歯科保健推進協議

会

歯科保健関係者の人材育成等の歯科

保健衛生の推進に関する事項

鳥取県老人ホーム入所調

整委員会

老人福祉法 (昭和38年法律第133号 )
第６条の２の規定による老人福祉に
関する実情の把握及び福祉の措置の

調整に関する事項
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鳥取県西部福祉事務所老

人ホーム入所調整委員会

鳥取県東部保健医療圏地

域保健医療協議会

地域保健医療計画の実施に関する事

項

鳥取県中部保健医療圏地

域保健医療協議会

鳥取県西部保健医療圏地

域保健医療協議会

　略

鳥取県グリーン商品認定

審査会

鳥取県グリーン商品（廃棄物、間伐

材等を原材料として県内で製造さ

れ、又は加工され、県内外で販売さ

れる商品又は既に販売している商品

のうち、環境への負荷が少ないもの

をいう。）の認定に関する事項

鳥取県次世代環境産業創

出プロジェクト検討委員

会

県が実施する次世代環境産業プロ

ジェクト事業のテーマ及び内容、実

施体制並びに受託者の決定に関する

事項

　略

鳥取県立産業人材育成セ

ンターコンピュータ制御

科運営推進協議会

鳥取県立産業人材育成センターコン

ピュータ制御科の職業訓練のあり方

に関する事項

鳥取県地域保健医療協議

会

地域保健医療計画の実施に関する事

項

　略

鳥取県グリーン商品認定

審査会

鳥取県グリーン商品（廃棄物、間伐

材等を原材料として県内で製造さ

れ、又は加工され、県内外で販売さ

れる商品又は既に販売している商品

のうち、環境への負荷が少ないもの

をいう。）の認定に関する事項

　略

鳥取県職業能力開発審議

会

鳥取県における職業能力開発のあり

方に関する事項
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鳥取県立産業人材育成セ

ンター土木システム科運

営推進協議会

鳥取県立産業人材育成センター土木

システム科の職業訓練のあり方に関

する事項

鳥取県立産業人材育成セ

ンター木造建築科運営推

進協議会

鳥取県立産業人材育成センター木造

建築科の職業訓練のあり方に関する

事項

鳥取県立産業人材育成セ

ンター総合実務科運営推

進協議会

鳥取県立産業人材育成センター総合

実務科の職業訓練のあり方に関する

事項

鳥取県立産業人材育成セ

ンター自動車整備科運営

推進協議会

鳥取県立産業人材育成センター自動

車整備科の職業訓練のあり方に関す

る事項

鳥取県立産業人材育成セ

ンター設計・インテリア

科運営推進協議会

鳥取県立産業人材育成センター設

計・インテリア科の職業訓練のあり

方に関する事項

鳥取県立産業人材育成セ

ンターデザイン科運営推

進協議会

鳥取県立産業人材育成センターデザ

イン科の職業訓練のあり方に関する

事項

　略

別表第２（第２条関係）

名称 調査審議する事項

　略

別表第２（第２条関係）

名称 調査審議する事項



─
 97 ─

A

　略

鳥取県特別支援学校にお

ける医療的ケア運営協議

会

特別支援学校における医療的な介助

行為の実施に関する事項

　略

鳥取県立智頭農林高等学

校運営指導委員会

鳥取県立智頭農林高等学校における

林業分野の人材育成に関する事項

鳥取県立境港総合技術高

等学校運営指導委員会

鳥取県立境港総合技術高等学校にお

ける水産分野の人材育成に関する事

項

　略

鳥取県立鳥取東高等学校

学校関係者評価委員会

県立学校の教育活動その他の学校運

営の評価に関する事項

鳥取県立鳥取西高等学校

学校関係者評価委員会

鳥取県立鳥取商業高等学

校学校関係者評価委員会

鳥取県立鳥取工業高等学

校学校関係者評価委員会

鳥取県立鳥取湖陵高等学

校学校関係者評価委員会

　略

鳥取県特別支援学校にお

ける医療的ケア運営協議

会

特別支援学校における医療的な介助

行為の実施に関する事項

鳥取県いじめ問題調査委

員会

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項

　略

鳥取県立高等学校運営指

導委員会

高等学校における農林水産業分野の

人材育成に関する事項

　略

鳥取県立学校学校関係者

評価委員会

県立学校の教育活動その他の学校運

営の評価に関する事項
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鳥取県立鳥取緑風高等学

校学校関係者評価委員会

鳥取県立青谷高等学校学

校関係者評価委員会

鳥取県立岩美高等学校学

校関係者評価委員会

鳥取県立八頭高等学校学

校関係者評価委員会

鳥取県立智頭農林高等学

校学校関係者評価委員会

鳥取県立倉吉東高等学校

学校関係者評価委員会

鳥取県立倉吉西高等学校

学校関係者評価委員会

鳥取県立倉吉農業高等学

校学校関係者評価委員会

鳥取県立倉吉総合産業高

等学校学校関係者評価委

員会

鳥取県立鳥取中央育英高

等学校学校関係者評価委

員会

鳥取県立米子東高等学校

学校関係者評価委員会



─
 99 ─

A

鳥取県立米子西高等学校

学校関係者評価委員会

鳥取県立米子高等学校学

校関係者評価委員会

鳥取県立米子南高等学校

学校関係者評価委員会

鳥取県立米子工業高等学

校学校関係者評価委員会

鳥取県立米子白鳳高等学

校学校関係者評価委員会

鳥取県立境高等学校学校

関係者評価委員会

鳥取県立境港総合技術高

等学校学校関係者評価委

員会

鳥取県立日野高等学校学

校関係者評価委員会

鳥取県立鳥取盲学校学校

関係者評価委員会

鳥取県立鳥取聾
ろう

学校学校

関係者評価委員会

鳥取県立鳥取聾
ろう

学校ひま

わり分校学校関係者評価

委員会
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鳥取県立鳥取養護学校学

校関係者評価委員会

鳥取県立白兎養護学校学

校関係者評価委員会

鳥取県立倉吉養護学校学

校関係者評価委員会

鳥取県立皆生養護学校学

校関係者評価委員会

鳥取県立米子養護学校学

校関係者評価委員会

鳥取県立琴の浦高等特別

支援学校学校関係者評価

委員会

鳥取県立鳥取東高等学校

学校評議員

県立学校の運営に関する事項

鳥取県立鳥取西高等学校

学校評議員

鳥取県立鳥取商業高等学

校学校評議員

鳥取県立鳥取工業高等学

校学校評議員

鳥取県立鳥取湖陵高等学

校学校評議員

鳥取県立鳥取緑風高等学

校学校評議員

鳥取県立学校学校評議員

会

県立学校の運営に関する事項
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鳥取県立青谷高等学校学

校評議員

鳥取県立岩美高等学校学

校評議員

鳥取県立八頭高等学校学

校評議員

鳥取県立智頭農林高等学

校学校評議員

鳥取県立倉吉東高等学校

学校評議員

鳥取県立倉吉西高等学校

学校評議員

鳥取県立倉吉農業高等学

校学校評議員

鳥取県立倉吉総合産業高

等学校学校評議員

鳥取県立鳥取中央育英高

等学校学校評議員

鳥取県立米子東高等学校

学校評議員

鳥取県立米子西高等学校

学校評議員

鳥取県立米子高等学校学

校評議員

鳥取県立米子南高等学校

学校評議員
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鳥取県立米子工業高等学

校学校評議員

鳥取県立米子白鳳高等学

校学校評議員

鳥取県立境高等学校学校

評議員

鳥取県立境港総合技術高

等学校学校評議員

鳥取県立日野高等学校学

校評議員

鳥取県立鳥取盲学校学校

評議員

鳥取県立鳥取聾
ろう

学校学校

評議員

鳥取県立鳥取聾
ろう

学校ひま

わり分校学校評議員

鳥取県立鳥取養護学校学

校評議員

鳥取県立白兎養護学校学

校評議員

鳥取県立倉吉養護学校学

校評議員

鳥取県立皆生養護学校学

校評議員
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鳥取県立米子養護学校学

校評議員

鳥取県立琴の浦高等特別

支援学校学校評議員

鳥取県キャリア教育推進

会議

高等学校におけるキャリア教育のあ

り方及びキャリア形成のための具体

的な施策に関する事項

鳥取県教育研究開発事業

に係る運営指導委員会

文部科学省から指定を受けた新しい

取組を試験的に行う学校の運営のあ

り方に関する事項

　略

鳥取県立鳥取商業高等学

校地域の産業界と学校の

ネットワーク会議

地域で活躍できる人材育成のあり方

に関する事項

鳥取県立鳥取工業高等学

校地域の産業界と学校の

ネットワーク会議

鳥取県立鳥取湖陵高等学

校地域の産業界と学校の

ネットワーク会議

鳥取県立智頭農林高等学

校地域の産業界と学校の

ネットワーク会議

鳥取県キャリア教育推進

会議

高等学校におけるキャリア教育のあ

り方及びキャリア形成のための具体

的な施策に関する事項

　略

鳥取県地域の産業界と学

校のネットワーク会議

地域で活躍できる人材育成のあり方

に関する事項
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鳥取県立倉吉農業高等学

校地域の産業界と学校の

ネットワーク会議

鳥取県立倉吉総合産業高

等学校地域の産業界と学

校のネットワーク会議

鳥取県立米子南高等学校

地域の産業界と学校の

ネットワーク会議

鳥取県立米子工業高等学

校地域の産業界と学校の

ネットワーク会議

鳥取県立境港総合技術高

等学校地域の産業界と学

校のネットワーク会議

　略

鳥取県美術資料収集評価

委員会

鳥取県立博物館に収蔵する美術資料

の収集の可否及び評価に関する事項

鳥取県運動部活動推進委

員会

中学校及び高等学校の運動部活動に

おける外部指導者を活用した指導体

制のあり方に関する事項

　略

鳥取県美術資料収集評価

委員会

鳥取県立博物館に収蔵する美術資料

の収集の可否及び評価に関する事項
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鳥取県学校の安全教育推

進委員会

学校の実践的な安全教育の充実を図

ることを目的とした事業の実施に関

する事項

鳥取県心や性の健康問題

対策協議会

鳥取県の児童及び生徒の心と性に関

する健康状態並びに学校における健

康教育のあり方に関する事項

　略

鳥取県武道指導推進委員

会

中学校における武道の授業に派遣す

る外部指導者の活用方法に関する事

項

　略

鳥取県学校の安全教育推

進委員会

学校の実践的な安全教育の充実を図

ることを目的とした事業の実施に関

する事項

　略

鳥取県武道指導推進委員

会

中学校における武道の授業に派遣す

る外部指導者の活用方法に関する事

項

鳥取県がん教育推進協議

会

学校におけるがん教育の推進に関す

る事項

　略

　　　附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成29年４月１日から施行する。

（経過措置）
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２　この条例の施行の際現に次の表の右欄に掲げる改正前の鳥取県附属機関条例別表第１又は別表第２の左欄に掲げる附属機関の委員に任命

されている者は、次の表の左欄に掲げる改正後の鳥取県附属機関条例別表第１又は別表第２の左欄に掲げる附属機関の委員に任命されたも

のとみなす。

鳥取県がん対策推進会議 鳥取県東部圏域がん対策推進会議

鳥取県中部圏域がん対策推進会議

鳥取県西部圏域がん対策推進会議

鳥取県歯科保健推進協議会 鳥取県東部地域歯科保健推進協議会

鳥取県中部地域歯科保健推進協議会

鳥取県西部地域歯科保健推進協議会

鳥取県老人ホーム入所調整委員会 鳥取県東部福祉保健事務所老人ホーム入所調整委員会

鳥取県中部福祉事務所老人ホーム入所調整委員会

鳥取県西部福祉事務所老人ホーム入所調整委員会

鳥取県地域保健医療協議会 鳥取県東部保健医療圏地域保健医療協議会

鳥取県中部保健医療圏地域保健医療協議会

鳥取県西部保健医療圏地域保健医療協議会

鳥取県立高等学校運営指導委員会 鳥取県立智頭農林高等学校運営指導委員会

鳥取県立境港総合技術高等学校運営指導委員会

鳥取県立学校学校関係者評価委員会 鳥取県立鳥取東高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立鳥取西高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立鳥取商業高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立鳥取工業高等学校学校関係者評価委員会
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鳥取県立鳥取湖陵高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立鳥取緑風高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立青谷高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立岩美高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立八頭高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立智頭農林高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立倉吉東高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立倉吉西高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立倉吉農業高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立倉吉総合産業高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立鳥取中央育英高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立米子東高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立米子西高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立米子高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立米子南高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立米子工業高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立米子白鳳高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立境高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立境港総合技術高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立日野高等学校学校関係者評価委員会

鳥取県立鳥取盲学校学校関係者評価委員会

鳥取県立鳥取聾
ろう

学校学校関係者評価委員会

鳥取県立鳥取聾
ろう

学校ひまわり分校学校関係者評価委員会

鳥取県立鳥取養護学校学校関係者評価委員会

鳥取県立白兎養護学校学校関係者評価委員会

鳥取県立倉吉養護学校学校関係者評価委員会
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鳥取県立皆生養護学校学校関係者評価委員会

鳥取県立米子養護学校学校関係者評価委員会

鳥取県立琴の浦高等特別支援学校学校関係者評価委員会

鳥取県立学校学校評議員会 鳥取県立鳥取東高等学校学校評議員

鳥取県立鳥取西高等学校学校評議員

鳥取県立鳥取商業高等学校学校評議員

鳥取県立鳥取工業高等学校学校評議員

鳥取県立鳥取湖陵高等学校学校評議員

鳥取県立鳥取緑風高等学校学校評議員

鳥取県立青谷高等学校学校評議員

鳥取県立岩美高等学校学校評議員

鳥取県立八頭高等学校学校評議員

鳥取県立智頭農林高等学校学校評議員

鳥取県立倉吉東高等学校学校評議員

鳥取県立倉吉西高等学校学校評議員

鳥取県立倉吉農業高等学校学校評議員

鳥取県立倉吉総合産業高等学校学校評議員

鳥取県立鳥取中央育英高等学校学校評議員

鳥取県立米子東高等学校学校評議員

鳥取県立米子西高等学校学校評議員

鳥取県立米子高等学校学校評議員

鳥取県立米子南高等学校学校評議員

鳥取県立米子工業高等学校学校評議員

鳥取県立米子白鳳高等学校学校評議員

鳥取県立境高等学校学校評議員

鳥取県立境港総合技術高等学校学校評議員
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鳥取県立日野高等学校学校評議員

鳥取県立鳥取盲学校学校評議員

鳥取県立鳥取聾
ろう

学校学校評議員

鳥取県立鳥取聾
ろう

学校ひまわり分校学校評議員

鳥取県立鳥取養護学校学校評議員

鳥取県立白兎養護学校学校評議員

鳥取県立倉吉養護学校学校評議員

鳥取県立皆生養護学校学校評議員

鳥取県立米子養護学校学校評議員

鳥取県立琴の浦高等特別支援学校学校評議員

鳥取県地域の産業界と学校のネットワーク会議 鳥取県立鳥取商業高等学校地域の産業界と学校のネットワーク会議

鳥取県立鳥取工業高等学校地域の産業界と学校のネットワーク会議

鳥取県立鳥取湖陵高等学校地域の産業界と学校のネットワーク会議

鳥取県立智頭農林高等学校地域の産業界と学校のネットワーク会議

鳥取県立倉吉農業高等学校地域の産業界と学校のネットワーク会議

鳥取県立倉吉総合産業高等学校地域の産業界と学校のネットワーク会議

鳥取県立米子南高等学校地域の産業界と学校のネットワーク会議

鳥取県立米子工業高等学校地域の産業界と学校のネットワーク会議

鳥取県立境港総合技術高等学校地域の産業界と学校のネットワーク会議


