
●附属機関一覧
令和４年８月１日現在

1 市長室 危機管理課 国民保護協議会 法律（義務） 公開

2 市長室 危機管理課 防災会議 法律（義務） 公開

3 市長室 人権・ダイバーシティ推進課 人権施策推進会議 条例 公開

4 市長室 人権・ダイバーシティ推進課 男女共同参画及び多様な性の尊重に関する審議会 条例 公開

5 経営企画部 都市戦略課 政策推進・行政評価委員会 条例 原則公開

6 経営企画部 まちづくり政策課 市街地再開発事業等に係る検討業務事業者選考委員会 条例 非公開

7 総務部 人事課 特別職報酬等審議会 条例 非公開

8 総務部 総務課 行政不服審査会 法律（義務） 原則非公開

9 総務部 総務課 個人情報保護運営審議会 条例 原則公開

10 総務部 総務課 個人情報保護審査会 条例 非公開

11 総務部 総務課 行政手続審議会 条例 原則公開

12 総務部 総務課 情報公開審査会 条例 原則非公開

13 財務部 財務管理課 財産評価委員会 条例 非公開

14 財務部 契約課 入札監視委員会 条例 非公開

15 文化スポーツ観光部 文化振興課 近代歴史遺産活用事業推進協議会 条例 非公開

16 文化スポーツ観光部 文化振興課 芸術劇場等指定管理者選考委員会 条例 原則公開

17 文化スポーツ観光部 文化振興課 文化振興審議会 条例 原則公開

18 文化スポーツ観光部 スポーツ振興課 スポーツ推進審議会 条例 公開

19 文化スポーツ観光部 スポーツ振興課 体育功労者選考委員会 条例 非公開

20 文化スポーツ観光部 商業振興課 商業振興補助事業審査委員会 条例 原則公開

21 文化スポーツ観光部 観光課 観光振興推進委員会 条例 公開

22 文化スポーツ観光部 美術館運営課 横須賀美術館運営評価委員会 条例 公開

23 文化スポーツ観光部 美術館運営課 横須賀美術館美術品評価委員会 条例 非公開

24 民生局福祉こども部 福祉総務課 社会福祉審議会（※） 法律（義務） 原則公開

25 民生局福祉こども部 福祉総務課 民生委員推薦会 法律（義務） 非公開

26 民生局福祉こども部 福祉総務課 生活環境保全審議会 条例 原則公開

27 民生局福祉こども部 障害福祉課 障害支援区分等判定審査会 法律（義務） 非公開

28 民生局福祉こども部 障害福祉課 障害者の情報・コミュニケーションに関する協議会 条例 公開

29 民生局福祉こども部 介護保険課 介護認定審査会 法律（義務） 非公開

30 民生局福祉こども部 介護保険課 介護認定審査調整委員会 条例 非公開

31 民生局福祉こども部 介護保険課 介護保険運営協議会 条例 原則公開

32 民生局福祉こども部 子育て支援課 児童福祉審議会（※） 法律（任意） 公開

33 民生局福祉こども部 子育て支援課 （仮称）南こども園設計事業者選考委員会 条例 非公開

34 民生局地域支援部 市民生活課 市民協働審議会（※） 条例 原則公開

35 民生局健康部 健康総務課 保健医療対策協議会（※） 条例 公開

36 民生局健康部 健康保険課 国民健康保険運営協議会 法律（義務） 公開

37 民生局健康部 保健所企画課 予防接種健康被害調査委員会 条例 非公開

38 民生局健康部 保健所保健予防課 感染症診査協議会 法律（義務） 非公開

39 民生局健康部 保健所保健予防課 感染症対策委員会 条例 公開

部等名 課等名 名称 設置根拠 会議の公開
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40
民生局こども家庭支援セン
ター

こども給付課 小児慢性特定疾病審査会 条例 非公開

41 環境部 環境政策課 廃棄物減量等推進審議会 法律（任意） 原則公開

42 環境部 ゼロカーボン推進課 環境審議会（※） 条例 原則公開

43 環境部 廃棄物対策課 廃棄物処理施設専門委員会 条例 非公開

44 経済部 農水産業振興課 農業委員会委員候補者選考委員会 条例 非公開

45 経済部 農水産業振興課 人・農地プラン検討委員 条例 非公開

46 都市部 都市計画課 土地利用調整審議会 条例 公開

47 都市部 都市計画課 開発審査会 法律（義務） 原則公開

48 都市部 都市計画課 建築審査会 法律（義務） 原則公開

49 都市部 都市計画課 都市計画審議会 法律（任意） 原則公開

50 都市部 都市計画課 特定建築等行為紛争調整委員会 条例 原則非公開

51 都市部 まちなみ景観課 景観審議会（※） 条例 原則公開

52 建設部 港湾企画課 港湾審議会 法律（義務） 公開

53 教育総務部 教育政策課 市立小中学校適正配置審議会 条例 原則公開

54 教育総務部 生涯学習課 社会教育委員会議 法律（任意） 公開

55 教育総務部 生涯学習課 文化財専門審議会 条例 原則公開

56 教育総務部 生涯学習課 国指定史跡東京湾要塞跡整備委員会 条例 原則非公開

57 学校教育部 教育指導課 学力向上推進委員会 条例 原則公開

58 学校教育部 教育指導課 教科用図書採択検討委員会 条例 非公開

59 学校教育部 支援教育課 いじめ等課題解決専門委員会 条例 非公開

60 学校教育部 支援教育課 支援教育推進委員会 条例 非公開

61 学校教育部 学校食育課 学校給食運営審議会 条例 公開
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