
資料5-1

（H20.7.1現在）

新潟県・新潟市公害健康
被害認定審査会

新潟県 9

関門景観審議会 福岡県北九州市 8

共同設置により処理して
いる事務の内容

介護保険認定審査事務 142 (142) 434 (434)

公平委員会に関する事務 114 (114) 703 (703)

障害区分認定審査事務 103 (108) 356 (370)

教育に関する事務 18 (18) 76 (76)

予防接種健康被害調査事
務

9 (9) 26 (26)

その他 19 (20) 197 (199)

小　　　　計 405 (411) 1,792 (1,808)

407 (413) 1,796 (1,812)

出典：

※上記のうち２以上の事務を処理している団体は５団体あり、その処理事務を含めた数値は（　）内
  である。

合　　　計（１、２、３の計）

設置されている都道府県名

36道府県

北海道、茨城県、群馬県、埼玉県、
東京都、新潟県、富山県、石川県、
山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、
三重県、兵庫県、奈良県、和歌山
県、島根県、山口県、福岡県、熊本
県、大分県、宮崎県

32道府県

福島県、山梨県、長野県、岐阜県、
和歌山、高知

千葉県、新潟県

新潟県、新潟市

３
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福岡県北九州市、山口県下関市

②
都
道
府
県
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も
の

設置数 設置団体数

総務省「地方公共団体間の事務の共
同処理の状況調」（Ｈ20.7.1現在）

機関等の共同設置の状況（総括表）

機関の名称又は職員等の
担任事務職名

設置団体名 幹事団体名 吏員等の数

１　都道府
    県相互間

該当なし

２　都道府
    県・市町
    村相互間



都道府県名
機関の名称又は

職員等の担任事務職名
事務の名称 幹事団体名

吏員等
の数

北海道 ○北広島市 道央地区

環境衛生組合

石狩教育研修

センター組合

○石狩市 当別町 新篠津村 石狩北部地区

消防事務組合

松前町 福島町 知内町 ○木古内町

○八雲町 長万部町

○森町 鹿部町

○八雲町 長万部町

○北斗市 七飯町

松前町 福島町 知内町 ○木古内町

○北斗市 松前町 福島町 知内町 木古内町

七飯町 鹿部町 森町 八雲町 長万部町
南渡島青少年指導センター組合 山越郡衛生処理組合 南渡島衛生施設組合 渡島西部広域事務組合 南渡島消防事務組合

渡島廃棄物処理広域連合 渡島・檜山地方税滞納整理機構

江差町 上ノ国町 厚沢部町 乙部町 奥尻町

今金町 せたな町
江差町ほか２町学校給食

組合
南部桧山衛生処理組合

北部桧山衛生センター組

合

○檜山広域行政組合

○江差町 上ノ国町 奥尻町

○江差町 上ノ国町 奥尻町

厚沢部町 ○乙部町

○今金町 せたな町

蘭越町 ニセコ町 真狩村 留寿都村 喜茂別町

京極町 ○倶知安町

積丹町 古平町 仁木町 ○余市町 赤井川村

島牧村　 寿都町 ○黒松内町

蘭越町 ニセコ町 真狩村 留寿都村 喜茂別町

京極町 ○倶知安町

○岩内町 共和町 泊村 神恵内村

積丹町 古平町 仁木町 ○余市町 赤井川村

島牧村 寿都町 黒松内町 ○蘭越町 ニセコ町

真狩村 留寿都村 喜茂別町 京極町 倶知安町

共和町 岩内町 泊村 神恵内村 積丹町

古平町 仁木町 余市町 赤井川村 北後志衛生施設組合

南部後志環境衛生組合 岩内地方衛生組合 羊蹄山麓環境衛生組合 羊蹄さんろく消防組合 南部後志衛生施設組合

岩内・寿都地方消防組合 北後志消防組合

岩見沢市・桂沢水道企業団・岩見沢地区
消防事務組合・南ふるさと市町村圏組合
公平委員会

公平委員会 ○岩見沢市 桂沢水道企業団 岩見沢地区消防事務組合
南空知ふるさと市町村圏

組合 岩見沢市 2

○滝川市 中空知広域市町村圏組合 石狩川流域下水道組合 中空知衛生施設組合
滝川地区広域消防事務組

合

空知教育センター組合

砂川地区公平委員会 公平委員会 ○砂川市 砂川地区広域消防組
合

砂川地区保健衛生組
合 砂川市 5

○深川市 妹背牛町 秩父別町 北竜町 沼田町

幌加内町

奈井江町ほか３団体公平委員会 公平委員会 ○奈井江町 浦臼町 空知中部広域連合
奈井江・浦臼町学校給食

組合 奈井江町 3

南空知南部介護認定審査会 介護保険 ○栗山町 南幌町 由仁町 栗山町 1

南空知南部障害認定審査会 障害者福祉 ○栗山町 夕張市 南幌町 由仁町 栗山町 1

ＴＳＫ介護認定審査会 介護認定審査事務 ○月形町 新篠津村 月形町 5

月新障害認定審査会 ○月形町 新篠津村 月形町 6

障害程度区分認定に係る北空知５町審査会 ○沼田町 妹背牛町 秩父別町 北竜町 幌加内町 沼田町 2

○鷹栖町 東神楽町 当麻町 比布町 愛別町

上川町 東川町 美瑛町 上富良野町 中富良野町

南富良野町 占冠村 和寒町 剣淵町 下川町

美深町 音威子府村 中川町 大雪浄化組合 上川南部消防事務組合

大雪消防組合 上川中部消防組合 大雪清掃組合
愛別町外3町塵芥処理組

合
大雪葬斎組合

富良野広域串内草地組合 大雪地区広域連合

○名寄市
名寄地区衛生施設事務組

合
上川北部消防事務組合

○当麻町 鷹栖町 比布町 愛別町 上川町

○名寄市 下川町 美深町 音威子府村 中川町

○士別市 和寒町 剣淵町 1

北広島市外２組合公平委員会 公平委員会

渡島西部地域障害程度区分認定審査会

北広島市 3

障害者福祉 木古内町 1

構成団体名

北石狩公平委員会 公平委員会 石狩市 4

渡島北部障害認定審査会 障害者福祉 八雲町 2

茅部地区介護認定審査会 介護保険 森町 4

渡島北部介護認定審査会 介護保険 八雲町 4

南渡島介護認定審査会 介護保険 北斗市 1

渡島西部地域介護認定審査会 介護保険 木古内町 1

渡島支庁管内公平委員会 公平委員会 北斗市 3

檜山管内公平委員会 公平委員会 江差町 3

江差町上ノ国町奥尻町介護認定審
査会

介護保険 江差町 3

江差町上ノ国町奥尻町障害程度区
分認定審査会

障害者福祉 江差町 4

檜山中部２町介護認定審査会 介護保険 乙部町 4

せたな町・今金町介護認定審査会 介護保険 今金町 2

羊蹄山麓障害程度区分認定審査会 障害者福祉 倶知安町 1

北後志地区障害程度区分認定審査
会

障害者福祉 余市町 2

南後志地区介護認定審査会 介護保険 黒松内町 0

羊蹄山麓地区介護認定審査会 介護保険 倶知安町 1

岩宇地区介護認定審査会 介護保険 岩内町 2

北後志地区介護認定審査会 介護保険 余市町 2

後志支庁管内公平委員会 公平委員会 蘭越町 3

滝川市ほか５組合公平委員会 公平委員会 滝川市 2

深川市ほか５町介護認定審査会 介護保険 深川市 6

障害者福祉

上川支庁管内町村公平委員会 公平委員会 鷹栖町 4

名寄市外２組合公平委員会 公平委員会 名寄市 3

上川中部介護認定審査会 介護保険 当麻町 3

名寄地区介護認定審査会 介護保険 名寄市 5

士別地域介護認定審査会 障害者福祉 士別市



都道府県名
機関の名称又は

職員等の担任事務職名
事務の名称 幹事団体名

吏員等
の数

構成団体名

○富良野市 上富良野町 中富良野町 南富良野町 占冠村 5

○名寄市 下川町 美深町 音威子府村 中川町

○当麻町 鷹栖町 比布町 愛別町 上川町

留萌市・増毛町・小平町
市町村審査会 障害者福祉 ○留萌市 増毛町 小平町 留萌市 6

留萌市・増毛町・小平町
介護保険認定審査会 介護保険 ○留萌市 増毛町 小平町 留萌市 9

留萌中部介護認定審査会 介護保険 苫前町 ○羽幌町 初山別村 羽幌町 1

遠別町・天塩町・幌延町
介護保険認定審査会 介護保険 遠別町 ○天塩町 幌延町 天塩町 1

増毛町 小平町 ○苫前町 羽幌町 初山別村

遠別町 天塩町 幌延町 羽幌町外２町村衛生施設

組合
北留萌消防組合

西天北５町衛生施設組合 留萌広域行政組合
留萌市外２町衛生セン

ター

留萌市外２町衛生セン

ター

○稚内市 猿払村 豊富町

○浜頓別町 中頓別町 枝幸町

礼文町 ○利尻町 利尻富士町

美幌町 津別町 小清水町 清里町 訓子府町

置戸町 佐呂間町 上湧別町 湧別町 滝上町

興部町 西興部村 雄武町 大空町 両湧別学校給食組合

遠軽地区広域組合 斜里地区消防組合
○網走支庁管内町村交通

災害共済組合

斜里郡３町終末処理事業

組合
美幌・津別広域事務組合

○北見市 訓子府町 置戸町

○網走市 斜里町 清里町 小清水町

○紋別市 滝上町 興部町 西興部村 雄武町

○美幌町 津別町 大空町

○北見市 訓子府町 置戸町

○網走市 斜里町 清里町 小清水町

○美幌町 津別町 大空町

○遠軽町 上湧別町 湧別町 佐呂間町

○遠軽町 上湧別町 湧別町 佐呂間町

○伊達市 豊浦町 洞爺湖町 壮瞥町 白老町

厚真町 安平町 むかわ町 胆振西部衛生組合 伊達･壮瞥学校給食組合

安平・厚真行政事務組合 西胆振消防組合 胆振東部消防組合
胆振東部日高西部衛生処

理組合

○豊浦町 洞爺湖町 壮瞥町

○安平町 厚真町 むかわ町

○豊浦町 洞爺湖町 壮瞥町

○厚真町 むかわ町 安平町

日高町 平取町 ○新冠町

○浦河町 様似町 えりも町

○日高町 平取町

○浦河町 様似町 えりも町

○日高東部衛生組合 日高東部消防組合
日高管内地方税滞納整理

機構

○音更町 士幌町 上士幌町 鹿追町

○芽室町 新得町 清水町

○中札内村 更別村 大樹町 広尾町

○幕別町 池田町 豊頃町 浦幌町

○本別町 足寄町 陸別町

○音更町 士幌町 上士幌町 鹿追町

○芽室町 新得町 清水町

○広尾町 中札内村 更別村 大樹町

富良野地区介護認定審査会 障害者福祉

名寄地区障害区分認定審査会 障害者福祉 名寄市 5

富良野市

上川中部障害程度区分審査会 障害者福祉 当麻町 1

留萌支庁管内公平委員会 公平委員会 苫前町 2

宗谷北部介護認定審査会 介護保険 稚内市 7

南宗谷地区介護認定審査会 介護保険 浜頓別町 4

利礼地区介護認定審査会 介護保険 利尻町 2

網走支庁管内町村公平委員会 公平委員会
網走支庁管
内町村会

2

北見地域介護認定審査会 介護保険 北見市 30

網走市外３町介護認定審査会 介護保険 網走市 2

西紋地域介護認定審査会 介護保険 紋別市 14

美幌地域３町介護認定審査会 介護保険 美幌町 3

北見地域障害程度区分認定等審査会 障害者福祉 北見市 10

網走市外３町障害程度区分認定審査会 障害者福祉 網走市 2

美幌地域３町障害程度区分認定等審査会 障害者福祉 美幌町 2

遠軽地区介護認定審査会 介護保険 遠軽町 2

遠軽地区障害者程度区分認定審査会 障害者福祉 遠軽町 2

胆振支庁管内公平委員会 公平委員会 伊達市 3

西胆振介護認定審査会 介護保険 豊浦町 1

東胆振3町介護認定審査会 介護認定の審査 安平町 4

西胆振障害者自立支援審査会 障害者福祉 豊浦町 1

東胆振３町障がい程度区分認定審査障害者福祉 厚真町 1

新冠町・日高町・平取町障害程度区分審査会 障害者福祉 新冠町

日高東部障害程度区分審査会 障害者福祉 浦河町 2

日高西部介護認定審査会 介護保険 日高町 4

日高東部介護認定審査会 介護保険 浦河町 2

日高東部公平委員会 公平委員会
日高東部
衛生組合

2

北十勝障害程度区分認定審査会 障害者福祉 音更町 5

西十勝障害程度区分認定審査会 障害者福祉 芽室町 5

南十勝障害程度区分認定審査会 障害者福祉 中札内村 1

東十勝障害程度区分認定審査会 障害者福祉 幕別町 3

十勝東北部障害程度区分判定審査会 障害者福祉 本別町 3

北十勝介護認定審査会 介護保険 音更町 2

西十勝介護認定審査会 介護保険 芽室町 7

南十勝介護認定審査会 介護保険 広尾町 3



都道府県名
機関の名称又は

職員等の担任事務職名
事務の名称 幹事団体名

吏員等
の数

構成団体名

○幕別町 池田町 豊頃町 浦幌町

○足寄町 本別町 陸別町

○大樹町 南十勝複合事務組合

○音更町 士幌町 上士幌町 鹿追町

釧路町 厚岸町 浜中町 標茶町 弟子屈町

鶴居村 ○白糠町 川上郡衛生処理組合 釧路北部消防事務組合 釧路東部消防組合

釧路白糠工業用水道企業

団

釧路・根室広域地方税滞

納整理機構

○厚岸町 浜中町

別海町 中標津町 ○標津町 羅臼町 根室北部廃棄物処理広域

連合

根室北部衛生組合 根室北部消防事務組合 中標津町外２町葬祭組合

○標津町 羅臼町

○標津町 羅臼町

○黒石市 田舎館村

○弘前市 大鰐町 藤崎町 西目屋村

○むつ市 大間町 東通村 風間浦村 佐井村

○むつ市 大間町 東通村 風間浦村 佐井村

○八幡平市 葛巻町 岩手町

○滝沢村 雫石町

○紫波町 矢巾町

○北上市 西和賀町

○奥州市 金ヶ崎町

○一関市 平泉町 藤沢町

○釜石市 大槌町

○宮古市 山田町 岩泉町 田野畑村 川井村

○二戸市 軽米町 九戸村 一戸町

○宮古市 山田町 岩泉町 田野畑村 川井村

○滝沢村 雫石町

○北上市 西和賀町

○釜石市 大槌町

５２団体（内訳は下記のとおり）

５２団体（内訳は下記のとおり）

色麻町 ○加美町

○亘理町 山元町

○気仙沼市 本吉町

色麻町 ○加美町

○気仙沼市 本吉町

潟上市 五城目町 八郎潟町 井川町 大潟村

五城目町 八郎潟町 井川町 大潟村

○寒河江市 河北町 西川町 朝日町 大江町

金山町 ○最上町 舟形町 真室川町 大蔵村

鮭川村 戸沢村

石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町

南相馬市 飯舘村

二本松市 大玉村 本宮市

東十勝介護認定審査会 介護保険 幕別町 5

十勝東北部介護認定審査会 介護保険 足寄町 3

大樹町公平委員会 公平委員会 大樹町 3

北十勝４町広域観光振興連絡協議会 広域観光振興事務 音更町 4

釧路支庁管内町村公平委員会 公平委員会事務 白糠町 1

介護保険 標津町 1

厚岸浜中介護認定審査会 介護保険 厚岸町 2

障害者自立支援法の規定に
基づく審査判定業務

標津町羅臼町障害程度区分認定審査会 障害者福祉 標津町 1

根室支庁管内町村公平委員会 公平委員会 標津町 1

標津町羅臼町介護認定審査会

弘前地区交通安全対策会議
交通安全対策基本法の規定
に基づく市町村交通安全計
画の作成等

弘前市 5

青森県
黒石地区交通安全対策会議

交通安全対策基本法の規定
に基づく市町村交通安全計
画の作成等

下北圏域介護認定審査会

下北圏域障害程度区分認定審査会 むつ市 3

黒石市 4

介護保険法の規定に基づく
審査判定業務

むつ市 8

岩手県 盛岡北部地区障害程度区分認定審
査会

障害者自立支援法に基づく
市町村審査会の共同設置

紫波町・矢巾町障害程度区分認定
審査会

障害者自立支援法に基づく
市町村審査会の共同設置

奥州市金ヶ崎町障害程度区分認定
審査会

障害者自立支援法に基づく
市町村審査会の共同設置

釜石大槌地区障害程度区分認定審
査会

障害者自立支援法に基づく
市町村審査会の共同設置

八幡平市 5

雫石町・滝沢村障害程度区分認定
審査会

障害者自立支援法に基づく
市町村審査会の共同設置

滝沢村 5

紫波町 2

北上地区障害程度区分認定審査会
障害者自立支援法に基づく
市町村審査会の共同設置

北上市 1

奥州市 1

一関地区障害程度区分認定審査会
障害者自立支援法に基づく
市町村審査会の共同設置

一関市 10

釜石市 2

宮古地区障害程度区分認定審査会
障害者自立支援法に基づく
市町村審査会の共同設置

宮古市

5

1

雫石町･滝沢村介護認定審査会 介護保険 滝沢村

二戸地区障害程度区分認定審査会
障害者自立支援法に基づく
市町村審査会の共同設置

二戸市 5

2

宮古地区介護認定審査会 介護保険 宮古市 1

北上地区介護認定審査会 介護保険 北上市 1

釜石大槌地区介護認定審査会 介護保険 釜石市

宮城県 宮城県市町村等非常勤職員公務災
害補償等認定委員会

公務災害補償等認定

加美郡介護認定審査会 介護保険認定

気仙沼市、本吉町介護認定審査会 介護保険認定

気仙沼市、本吉町障害程度区分認
定審査会

障害程度区分認定

宮城県市町村非常
勤消防団員補償報
償組合

宮城県市町村等非常勤職員公務災
害補償等審査会

公務災害補償等審査
宮城県市町村非常
勤消防団員補償報
償組合

加美町

亘理地域介護認定審査会 介護保険認定 亘理町

気仙沼市

加美郡障害程度区分審査会 障害程度区分認定 加美町

気仙沼市

3

南秋田郡障害程度区分認定審査会 障害者程度区分認定審査 五城目町 1

潟上市南秋田郡介護認定審査会

山形県
寒河江市西村山郡介護認定審査会 介護保険（介護認定審査）

井川町
秋田県

介護認定審査

最上地域介護認定審査会 介護保険（介護認定審査） 最上町 2

福島県
石川地方障害程度区分認定審査会

障害者自立支援法第26条第2
項に規定する審査判定業務

寒河江市 2

石川町 3

南相馬方部障がい程度判定審査会
・障害者自立支援法第21条及び第22条に規
定する障害程度区分の認定及び支給要件要
否決定の審査判定業務

南相馬市 2

・障害者自立支援法第21条及び第22条に規
定する障害程度区分の認定及び支給要件要
否決定の審査判定業務

二本松市 10あだち地方障害者自立支援審査会



都道府県名
機関の名称又は

職員等の担任事務職名
事務の名称 幹事団体名

吏員等
の数

構成団体名

桑折町 国見町

二本松市 大玉村 本宮市

鏡石町 天栄村

石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町

田村市 小野町

南相馬市 飯舘村

相馬市 新地町

石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町

大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村

広野町 楢葉町 富岡町 川内村

大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 広野町

楢葉町 富岡町 川内村

茨城町 大洗町 城里町 茨城地方広域環境組合 大洗、鉾田、水戸環境組合

茨城美野里環境組合 水戸地方広域市町村圏事務組合 水戸地方農業共済事務組合 茨城県市町村総合事務組合 城北地方広域事務組合

鹿嶋市 神栖市 鉾田市 鹿島南部地区消防事務組合 鹿行広域事務組合

鹿島地方事務組合

坂東市 五霞町 境町 清水丘診療所事務組合 さしま環境管理事務組合

つくば市 かすみがうら市 つくばみらい市 新治地方広域事務組合

稲敷市 美浦村 阿見町 河内町 江戸崎地方衛生土木組合

常陸大宮市 那珂市 東海村 大宮地方環境整備組合

取手市 守谷市 利根町 取手地方広域下水道組合 取手市外２市火葬場組合

利根川水系県南水防事務組合

筑西市 筑西広域市町村圏事務組合

石岡市 湖北環境衛生組合 霞台厚生施設組合 石岡地方斎場組合

笠間市 笠間・水戸環境組合 笠間地方広域事務組合

日立市 日立・高萩広域下水道組合

ひたちなか市 ひたちなか・東海広域事務組合

常陸太田市 茨城北農業共済事務組合

桜川市 県西総合病院組合 筑北環境衛生組合

下妻市 下妻地方広域事務組合

常総市 常総・下妻学校給食組合

牛久市 牛久市・阿見町斎場組合

五霞町 境町

下妻市 八千代町

龍ケ崎市 河内町 利根町

茨城町 大洗町

五霞町 境町

群馬県 ○館林市 板倉町 明和町 千代田町 大泉町

邑楽町

○渋川市 榛東村 吉岡町

○富岡市 下仁田町 南牧村 甘楽町

○藤岡市 吉井町 上野村 神流町

○藤岡市 吉井町 上野村 神流町

○館林市 板倉町 明和町 千代田町 大泉町

邑楽町

○渋川市 榛東村 吉岡町

○富岡市 下仁田町 南牧村 甘楽町

○高崎市
高崎市等広域市町村圏振興整備

組合
高崎工業団地造成組合

田村地方介護認定審査会 田村市

6

あだち地方会議認定審査会

桑折町及び国見町介護認定審査会
・介護保険法第27条から第
35条まで及び第37条に規定
する審査判定業務
・生活保護法の規定により
介護保険の被保険者以外の
者について行う介護扶助の
ための要介護状態当の審査
判定業務

桑折町

石川地方介護認定審査会

二本松市 50

岩瀬地方介護認定審査会 鏡石町 12

石川地方町村心身障害児
就学指導審議会 ・心身に障害を有すると認

められる児童及び生徒の
就学指導及び教育相談に
関する事項についての調
査審議

石川町

1

相馬方部介護認定審査会 1

双葉南地区心身障害児
就学指導審議会

浪江町 1

相馬市

結核健診状況の把握、対象
児童の管理

浪江町 1

3

石川町 4

富岡町 4

4

南相馬市

双葉地区学校結核
対策委員会

双葉北地区心身障害児
就学指導審議会

南相馬方部介護認定審査会

茨城県 東茨城郡内町村及び一部事務組合
公平委員会

公平委員会

坂東市外２か町公平委員会 公平委員会

稲敷市・稲敷郡町村及び一部事務
組合公平委員会

公平委員会

大洗町 3

鹿島地方公平委員会 公平委員会 神栖市 3

境町 1

つくば市等公平委員会 公平委員会 つくば市 6

稲敷市 3

那珂地方公平委員会 公平委員会 常陸大宮市 2

取手地方公平委員会 公平委員会 取手市 4

筑西市等公平委員会 公平委員会 筑西市 5

石岡市及び事務組合公平委員会 公平委員会 石岡市 4

笠間市等公平委員会 公平委員会 笠間市 3

日立市公平委員会 公平委員会 日立市 2

ひたちなか市及びひたちなか・東
海広域事務組合公平委員会

公平委員会 ひたちなか市 6

常陸太田市及び一部事務組合公平
委員会

公平委員会 常陸太田市 4

桜川市ほか一部事務組合等公平委
員会

公平委員会 桜川市 3

5

下妻市及び下妻地方広域事務組合
公平委員会

公平委員会 下妻市 3

常総市公平委員会 公平委員会 常総市 4

介護保険 龍ケ崎市 4

牛久市等公平委員会 公平委員会 牛久市 3

境・五霞介護認定審査会 介護保険 境町

15

五霞・境障害程度区分認定審査会 障害者福祉 五霞町 1

下妻地方広域介護認定審査会 介護保険 下妻市 1

龍ケ崎市外２町介護認定審査会

障害者自立支援法第15条の規定に
よる介護給付等の支給に関する審
査会の運営

藤岡市等介護認定審査会 介護認定審査会の運営

茨城町、大洗町介護認定審査会 介護保険 茨城町

館林市 1

渋川地域自立審査会
障害者自立支援法第15条の規定に
よる介護給付等の支給に関する審
査会の運営

渋川市 5

館林市外五町障害程度区分認定審
査会

障害者自立支援法第15条の規定に
よる介護給付等の支給に関する審
査会の運営

富岡市 1

藤岡市等障害程度区分認定審査会
障害者自立支援法第15条の規定に
よる介護給付等の支給に関する審
査会の運営

藤岡市 3

富岡市甘楽郡障害程度区分認定審
査会

藤岡市 5

館林市外五町介護認定審査会 介護認定審査会の運営 館林市 2

渋川市 3

富岡市甘楽郡介護認定審査会 介護認定審査会の運営 富岡市 2

渋川地域介護認定審査会 介護認定審査会の運営

公務災害補償等認定審査委
員会の運営

高崎市 5
高崎市等公務災害補償等認定委員
会



都道府県名
機関の名称又は

職員等の担任事務職名
事務の名称 幹事団体名

吏員等
の数

構成団体名

○高崎市
高崎市等広域市町村圏振興整備

組合
高崎工業団地造成組合

○高崎市
高崎市等広域市町村圏振興整備

組合
高崎工業団地造成組合 榛名興産市町村組合

○渋川市
渋川地区広域市町村圏振興整備

組合

○藤岡市
多野藤岡広域市町村圏振興整備

組合
多野藤岡医療事務市町村組合

○下仁田町
甘楽西部環境衛生施設組

合
下仁田南牧医療事務組合

○長野原町 西吾妻環境衛生施設組合 西吾妻福祉病院組合

○嬬恋村 西吾妻衛生施設組合

○群馬県市町村会館管理組合
群馬県市町村総合事務組

合

○坂戸市 鶴ヶ島市 坂戸地区衛生組合 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 坂戸・鶴ヶ島消防組合

○越生町 毛呂山町 西入間広域消防組合 埼玉西部環境保全組合 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合

広域静苑組合

○騎西町 大利根町 北川辺町 大利根町北川辺町衛生施設組合 騎西鴻巣学校給食センター組合

鴻巣市 桶川市 ○北本市 北本地区衛生組合 埼玉県央広域事務組合

埼玉中部環境保全組合

○毛呂山町 越生町 鳩山町

○大利根町 北川辺町

○毛呂山町 越生町 鳩山町

行田市 ○加須市 羽生市 騎西町 北川辺町

大利根町

印旛村 ○本埜村

○印旛村 本埜村

○神崎町 多古町

○東金市 山武市 大網白里町 九十九里町 芝山町

横芝光町

○特別区人事・厚生事務組合

特別区競馬組合

9市9一部事務組合（計18団体）

＊別紙のとおり

11市5町8村13一部事務組合（計37団体）

＊別紙のとおり

1市2一部事務組合（計3団体）

○西東京市 柳泉園組合 多摩六都科学館組合

中井町 大井町 松田町 山北町 開成町

小田原市 箱根町 真鶴町 湯河原町

南足柄市 中井町 大井町 松田町 山北町

開成町

大磯町 二宮町

○新潟県 新潟市

○長岡市 出雲崎町

○柏崎市 刈羽村

○十日町市 津南町

○村上市 関川村 粟島浦村

○南魚沼市 湯沢町

○長岡市 出雲崎町

○柏崎市 刈羽村

○小千谷市 川口町

○小千谷市 川口町

○十日町市 津南町

○村上市 関川村 粟島浦村

○燕市 弥彦村 燕市

高崎市等公務災害補償等審査会
公務災害補償等審査会の運
営

高崎市 5

高崎市等公平委員会 公平委員会の運営 高崎市 6

渋川市等公平委員会 公平委員会の運営 渋川市 3

藤岡市等公平委員会 公平委員会の運営 藤岡市 3

下仁田町等公平委員会 公平委員会の運営 下仁田町 2

長野原町等公平委員会 公平委員会の運営 長野原町 5

嬬恋村等公平委員会 公平委員会の運営 嬬恋村 1

群馬県市町村会館管理組合及び群馬県市
町村総合事務組合公平委員会

公平委員会の運営
群馬県市町村総合
事務組合 1

埼玉県 坂戸市、鶴ヶ島市外三組合公平委
員会

公平委員会

北埼玉郡公平委員会 公平委員会

坂戸市 3

越生町、毛呂山町外四組合公平委
員会

公平委員会 越生町 2

1

埼玉県央広域公平委員会 公平委員会 北本市 3

騎西町

介護認定審査会 毛呂山町 5

大利根町北川辺町介護認定審査会 介護認定審査会 大利根町 4

毛呂山町・越生町・鳩山町介護認
定審査会

毛呂山町・越生町・鳩山町障害程
度区分判定等審査会

障害程度区分判定等審査会 毛呂山町 5

北埼玉地区障害程度区分審査会 障害程度区分判定等審査会 加須市 4

千葉県
本埜村印旛村障害程度区分認定審査会 障害程度区分認定

香取郡二町介護認定審査会

本埜村 8

予防接種後に健康被害があった場合の調査 東金市 6

印旛村本埜村介護認定審査会 介護認定審査 印旛村 6

介護認定審査 神崎町 1

山武郡市予防接種健康被害調査委員会

特別区人事・厚
生事務組合

3
東京都
特別区 特別区一部事務組合公平委員会 公平委員会の事務

東京都市町村公平委員会 公平委員会
東京都市町村職
員退職手当組合

東京都

東京都市公平委員会 公平委員会

西東京市、柳泉園組合及び多摩六
都科学館組合公平委員会

公平委員会 西東京市

東京都市町村
総合事務組合

神奈川県
足柄上郡介護認定審査会 介護認定審査

南足柄市・中井町・大井町・松田町・山
北町・開成町障害程度区分等認定審査会

障害者福祉

開成町 2

小田原市箱根町真鶴町湯河原町障
害程度区分認定審査会

障害者福祉 小田原市 16

南足柄市 2

大磯町二宮町障害程度区分等認定
審査会

障害者福祉 大磯町 2

新潟県 10
新潟県 新潟県・新潟市公害健康被害認定

審査会
区域内の公害の認定審査

長岡市 25

柏崎市刈羽郡障害者介護給付費等
支給審査会

障害者自立支援法の規定によ
る介護給付費等支給審査会

柏崎市 1

長岡市・出雲崎町障害者自立支援
審査会

障害者自立支援法第15条に規定す
る介護給付等の支給に関する審査
会

2

村上市岩船郡障害者介護給付費等
支給審査会

障害者審査判定事務 村上市 3

十日町市
十日町地域障害者介護給付費等支
給審査会

障害者介護給付費等支給審
査

南魚沼市 2

長岡市・出雲崎町介護認定審査会
介護認定審査会を共同して
設置

長岡市 7

南魚沼地域介護認定及び障害者介
護給付費等支給審査会

介護保険法、障害者自立支援法及
び生活保護法に基づく審査及び判
定

介護保険法の規定による介
護認定審査会

柏崎市 1

小千谷市･川口町介護認定審査会 介護保険法による介護認定
審査会を共同して設置

小千谷市 3

柏崎刈羽郡介護認定審査会

小千谷市･川口町障害者介護給付
費等支給審査会

障害者自立支援法による審
査会を共同して設置

小千谷市 1

十日町地域介護認定審査会 介護認定審査 十日町市 3

村上市岩船郡介護認定審査会 介護認定審査事務 村上市 3

燕市弥彦村介護認定審査会 介護認定審査 1
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○南魚沼市 湯沢町

○柏崎市 刈羽村

○新発田市 阿賀野市 胎内市 聖籠町

○十日町市 津南町

○村上市 関川村 粟島浦村

○燕市 弥彦村

○魚沼市 小千谷市 川口町

○上越市 妙高市

○見附市 新潟県中越福祉事務組合

刈谷田川水防事務組合

○加茂市

加茂市・田上町消防衛生組合

○富山市

富山地区広域圏事務組合

○高岡市

高岡地区広域圏事務組合

○魚津市 新川育成牧場
新川広域圏事務組合
○砺波市

砺波広域圏事務組合

○富山県市町村総合事務組合

（ほか５町村、７一部事務組合※欄外参照）

○白山市 野々市町

七尾市 中能登町

○珠洲市

羽咋市 志賀町 宝達志水町

○穴水町

○小浜市 高浜町 おおい町

あわら市 ○坂井市

○小浜市 高浜町 おおい町

美浜町 ○若狭町

　山梨県市町村自治センター

○山梨県市町村総合事務組合

○富士吉田市 都留市 道志村 西桂町 忍野村

山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町

○富士吉田市 西桂町 忍野村 山中湖村

○富士吉田市 西桂町 忍野村 山中湖村

○山梨市 甲州市

○山梨市 甲州市

○大月市 上野原市 小菅村 丹波山村

○韮崎市 北杜市

○南アルプス市 甲斐市 中央市 昭和町

○甲斐市 中央市 昭和町

○甲斐市 中央市 昭和町

○甲斐市 南アルプス市 中央市 昭和町

○中央市 昭和町

○鰍沢町 市川三郷町 早川町 身延町 増穂町

南部町

○鰍沢町 市川三郷町 早川町 身延町 増穂町

南部町

富士河口湖町・鳴沢村介護認定審査会 介護認定審査会の共同設置 鳴沢村 ○富士河口湖町 富士河口湖町 2
小菅村丹波山村国民健康保険歯科診療所職員協同設置 歯科診療業務 小菅村 ○丹波山村 丹波山村 2

南魚沼地域予防接種健康被害調査
委員会

予防接種による健康被害調
査

南魚沼市 0

柏崎刈羽予防接種健康被害調査委
員会

感染症予防接種に起因して発生し
た被接種者及び業務従事者の被害
調査及び処理

柏崎市 1

新発田地域予防接種健康被害調査
委員会

予防接種による健康被害調
査

新発田市 0

十日町市、津南町予防接種健康被
害調査委員会

予防接種健康被害調査 十日町市 1

村上市・岩船郡予防接種健康被害
調査会

予防接種による健康被害調
査

村上市 2

燕市弥彦村予防接種健康被害調査
委員会

予防接種による健康被害調
査

燕市 1

小千谷市・魚沼市・川口町予防接
種健康被害調査委員会

予防接種健康被害調査 魚沼市 0

上越地域予防接種健康被害調査委
員会

予防接種による健康被害の
適正かつ円滑な処理

上越市 0

見附市外二組合公平委員会 公平委員会 見附市 3

加茂市、加茂市・田上町消防衛生
組合公平委員会

公平委員会 加茂市 3

2

富山市 7

高岡市

富山県
富山市公平委員会 公平委員会

魚津公平委員会 公平委員会

富山県町村公平委員会

高岡市公平委員会 公平委員会

砺波市公平委員会

3

公平委員会
富山県市町
村総合事務
組合

5

魚津市 3

公平委員会 砺波市

石川県
白山市・野々市町介護認定審査会 介護認定審査

羽咋郡市公平委員会

穴水町、輪島市穴水環境衛生施設
組合公平委員会

公平委員会

手取川流域事業組合公平委員会

白山市 5

七尾鹿島公平委員会 公平委員会
七尾鹿島広域圏
事務組合

3

輪島市穴水町環境衛生施設組合
穴水町

○七尾鹿島広域圏事務組合

珠洲公平委員会 公平委員会
奥能登クリーン組合

珠洲市 2

手取郷広域事務組合

公平委員会
羽咋郡市広域
事務組合

3
○羽咋郡市広域事務組合

能美介護認定事務組合

1

公平委員会
○手取川流域環境衛生事業組合 能美広域事務組合 手取川流域環境

衛生事業組合 2

福井県 若狭地区障害者介護給付費等支給
審査会

障害者介護給付認定事務

若狭地区介護認定審査会

小浜市 2

介護認定審査事務 若狭町

坂井地区障害者介護給付費等の支
給に関する審査会

障害者介護給付認定事務 坂井市 0.4

介護認定審査事務 小浜市 2

美方・若狭介護認定審査会 5

山梨県
山梨県市町村自治センター及び山梨県市
町村総合事務組合公平委員会

地方公務員法第8条第2項に
基づく公平委員会に係る事
務

富士北麓介護認定審査会 介護認定審査会の共同設置

山梨市・甲州市指導主事共同設置

山梨県市町村総
合事務組合

0

富士吉田市

富士吉田市外一市二町四ケ村一組
合指導主事共同設置

指導主事の共同設置 富士吉田市 2
河口湖南中学校組合

3

富士北麓自立支援給付認定審査会
自立支援給付認定審査会の共
同設置

富士吉田市 6

地方自治法第252条の7に基づき共同して小
中学校の地方教育行政の指導を行う。 山梨市 1

東山梨地区ことばの教室 ことばの教室の共同設置 山梨市 1

大月市外１市２村
指導主事共同設置

指導主事の共同設置 大月市 2

韮崎市北杜市指導主事共同設置 小中学校指導主事共同設置 韮崎市 3

南アルプス市外二市一町指導主事
共同設置

教育指導主事の共同設置 南アルプス市 2

甲斐市・中央市・昭和町介護認定
審査会

介護認定審査会の共同設置 甲斐市 3

甲斐市・中央市・昭和町自立支援
給付認定審査会

障害者自立支援認定審査会の共同設置 甲斐市 3

峡中地区ことばの教室共同設置 ことばの教室の共同設置 甲斐市 6

中央市・昭和町文化財主事共同設置 文化財主事の共同設置 中央市 1

峡南地区ことばの教室共同設置 言語治療センターの共同設置 鰍沢町 3

峡南地区町村指導主事共同設置 小中学校の教育に関する指導主事の共同設置 鰍沢町 3
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佐久穂町 ○小海町 北相木村 南相木村 南牧村

川上村

○小諸市 浅麓環境施設組合

○岡谷市 湖北行政事務組合

○諏訪市 諏訪市・茅野市衛生施設組合

○茅野市 諏訪南行政事務組合

白樺湖下水道組合 諏訪中央病院組合

辰野町 箕輪町 飯島町 南箕輪村 中川村

宮田村 ○上伊那広域連合 伊南行政組合 両小野国保病院組合
辰野町塩尻市小学校
組合 1

伊那消防組合 伊北環境行政組合

○安曇野市 穂高広域施設組合
安曇野・松本行政事
務組合

安曇野松筑広域環境
施設組合

○千曲市 坂城町 葛尾組合
千曲坂城消防組
合

4

佐久穂町 小海町 川上村 南牧村 南相木村

北相木村 軽井沢町 御代田町 立科町 長和町

青木村 下諏訪町 富士見町 原村 上松町

南木曽町 木曽町 木祖村 王滝村 大桑村

池田町 松川村 白馬村 小谷村 小布施町

高山村 信州新町 信濃町 飯綱町 小川村

中条村 佐久平環境衛生組合 南佐久環境衛生組合
小海町北相木村南相
木村中学校組合

北佐久郡老人福祉施
設組合 5

川西保健衛生施設組
合

上田市長和町中学校
組合

依田窪医療福祉事務
組合

南諏衛生施設組合 木曽広域連合

池田松川設組合 北アルプス広域連合
白馬山麓環境施設組
合

須高行政事務組合 北部衛生施設組合

犀峡衛生施設組合 西部衛生施設組合
長野地区農業共済事
務組合

北信地域町村交通災
害共済事務組合

長野県市町村自治振
興組合

○長野県市町村総合
事務組合

○羽島市 岐南町 笠松町

○羽島市 岐南町 笠松町

○岐南町 笠松町

○海津市 養老町 神戸町 輪之内町 安八町

大垣市・安八郡安八町東安中学校組合

○大垣市 養老町 垂井町 関ケ原町 神戸町

輪之内町 安八町

○垂井町 関ヶ原町

○垂井町 関ヶ原町

○美濃加茂市坂祝町 富加町 川辺町 七宗町

八百津町 白川町 東白川村

○美濃加茂市坂祝町 富加町 川辺町 七宗町

八百津町 白川町 東白川村

○土岐市 瑞浪市

○土岐市 瑞浪市

○可児市 御嵩町

○高山市 白川村

静岡県 富士宮市 芝川町

袋井市 森町

下田市 東伊豆町 河津町 南伊豆町 松崎町

西伊豆町

伊豆市 伊豆の国市

沼津市 裾野市 長泉町 清水町

富士宮市 芝川町

掛川市 菊川市 御前崎市

御殿場市 小山町

袋井市 森町

南伊豆町 下田市 東伊豆町 河津町 松崎町

西伊豆町

2

長野県
南佐久郡心身障害児就学指導委員
会

教育委員会が行う児童、生
徒の就学に係る重要事項の
審議

岡谷市公平委員会 公平委員会事務

上伊那地域公平委員会 公平委員会事務

長野県町村公平委員会 公平委員会

岡谷市

諏訪市公平委員会 公平委員会事務 諏訪市

小海町 1

小諸市等公平委員会 公平委員会 小諸市

2

千曲市・坂城町等公平委員会 公平委員会 千曲市

茅野市公平委員会 公平委員会事務 茅野市

上伊那広域
連合

長野県市町
村総合事務
組合

安曇野市等公平委員会 公平委員会事務 安曇野市

岐阜県 羽島市・羽島郡二町介護認定審査
会

要介護度認定事務

羽島郡二町教育委員会 教育委員会

大垣地域公平委員会

羽島市 2

羽島市・羽島郡二町障害者自立支
援認定審査会

障害程度区分認定事務 羽島市 2

岐南町 10

海津市・養老郡・安八郡地域結核
対策委員会

対象地域児童生徒の結核対
策実施

海津市 1

公平委員会 大垣市 1

不破郡介護認定審査会 介護認定業務 垂井町 3

不破郡障害者自立支援認定審査会 障害者福祉 垂井町 3

美濃加茂市・加茂郡７町村介護認
定審査会

介護保険 美濃加茂市 2

美濃加茂市・加茂郡７町村障がい
者自立支援認定審査会

障害者福祉 美濃加茂市 2

土岐市・瑞穂市介護認定審査会
(H18.4.1設置）

介護認定審査その他介護保
険に関する事務 土岐市 2

土岐市・瑞浪市障害者自立支援認
定審査会(H18.4.1設置）

障害者自立支援認定審査そ
の他障害者自立支援に関す
る事務

土岐市 2

可児市・御嵩町認定審査会
介護保険法及び障害者自立支
援法に係る審査判定業務

可児市 3

高山市白川村公平委員会 公平委員会 高山市 3

富士宮市芝川町障害程度区分認定
審査会

障害程度認定審査 富士宮市 4

袋井市森町障害認定審査会 障害程度認定審査 袋井市 5

賀茂地区障害認定審査会 障害程度認定審査 河津町 5

伊豆市・伊豆の国市障害程度区分
等判定審査会

障害程度認定審査 伊豆の国市 5

沼津市ほか３市町介護認定審査会 介護認定審査 沼津市 7

富士宮市芝川町介護認定審査会 介護認定審査 富士宮市 4

小笠掛川介護認定審査会 介護認定審査 掛川市 3

御殿場市・小山町介護認定委員会 介護認定審査 御殿場市 13

袋井市森町介護認定審査会 介護認定審査 袋井市 30

賀茂郡介護認定審査会 介護認定審査 南伊豆町 6
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新居町 湖西市

由比町 富士川町

富士宮市

富士市

磐田市

掛川市

焼津市

御殿場市

袋井市

御殿場市 裾野市 小山町

○西尾市 一色町 吉良町 幡豆町

○志摩市 志摩広域行
政組合

志摩広域消
防組合

鳥羽志勢広
域連合

いなべ市 東員町 菰野町 川越町 多気町

明和町 大台町 玉城町 度会町 大紀町

南伊勢町 三重県三重郡三重県多気郡多気郡大台町多気学校給食

わたらい老
人福祉施設

宮川福祉施
設組合

朝日町､川越
組合立環

○三重県市
村職員退

奥伊勢広域
行政組合菊狭間環境

整備施設組
松阪飯多農
業共済事務

三重県自治
会館組合

紀勢地区広
域消防組合

香肌奥伊勢
資 広域度会広域連

合
伊勢地域農
業共済事務

伊勢広域環
境組合

三重県後期
高齢者 療○桑名市 木曽岬町

○いなべ市 東員町

○四日市市 菰野町 朝日町 川越町

○いなべ市 東員町

○桑名市 木曽岬町

○菰野町 朝日町 川越町

○熊野市 御浜町 紀宝町

○長浜市 米原市 虎姫町 湖北町 高月町

木之本町 余呉町 西浅井町

○近江八幡市 安土町 日野町 竜王町

○長浜市 米原市 虎姫町 湖北町

宮津市 与謝野町

伊根町

笠置町 南山城村

和束町

乙訓環境衛生組合 乙訓消防組合

乙訓福祉施設事務組合

○池田市 豊能町 能勢町

○泉佐野市 田尻町

阪南市 ○泉南市 岬町

○泉佐野市 田尻町

阪南市 ○泉南市 岬町

河南町 ○太子町 千早赤阪村

○池田市 豊能町 能勢町

河南町 ○太子町 千早赤阪村

兵庫県
洲本市 南あわじ市 淡路市 洲本市・南あわじ市

山林事務組合
南あわじ市・洲本市
小中学校組合

淡路市・洲本市広域
事務組合

洲本市・南あわじ市
衛生事務組合

○淡路広域行政事務
組合

淡路広域消防事務組
合

市川町 ○福崎町 神河町
中播衛生施設事務組
合

中播北部事務組合

姫路福崎斎苑施設事
務組合

くれさか環境事務組
合

中播農業共済事務組
合

富士宮市ほか四組合公平委員会 公平委員会

湖西市・新居町交通安全対策会議 交通安全計画の策定等 新居町 4

公平委員会
掛川市･菊川市衛生施設組合

庵原地区交通安全対策会議 交通安全計画の策定等 由比町 1

公平委員会
岳南排水路管理組合

富士市 2

3
田貫湖貯水・大倉川防災ダム管理組合 県道富士宮―由比線　市町道富士川―由比線　道路組合

富士市ほか１組合公平委員会

6
中遠広域事務組合

富士宮市芝川町厚生施設組合 富士宮市芝川町消防組合
富士宮市

磐田市

御殿場市 3
御殿場市・小山町広域行政組合

掛川市 1
小笠老人ホーム施設組合

焼津市 1
焼津・大井川学校給食組合

志太広域事務組合

御殿場市 3

袋井市外４組合公平委員会 公平委員会
太田川原野谷川治水水防組合 中東遠看護専門学校組合

袋井市 3
袋井市森町広域行政組合 浅羽地域湛水防除施設組合

公平委員会

東富士演習場地域対策委員会
東富士演習場使用により発
生する諸問題の対策事項の
調査審議

御殿場市外１組合公平委員会 公平委員会

磐田市外１組合公平委員会

焼津市ほか二組合公平委員会 公平委員会

掛川市外2組合公平委員会

西尾市 5
愛知県

西尾幡豆介護認定審査会 介護保険

三重県
志摩市公平委員会 公平委員会

桑名介護認定審査会
介護認定審査会

三泗介護認定審査会
介護認定審査会

桑名障害者介護給付費等の支給に
関する審査会

障害者介護給付費等の支給
に関する審査会

熊野市・御浜町・紀宝町障害者程
度区分認定審査会

志摩市
2

三重県市町公平委員会 公平委員会
三重県市町
村職員退職
手当組合

4

桑名市
7

員弁地区介護認定審査会
介護認定審査会

いなべ市
1

四日市市
9

いなべ市・東員町障害者介護給付
費等の支給に関する審査会

障害者介護給付費等の支給
に関する審査会 いなべ市

4

桑名市
4

三重郡介護給付費等支給審査会
障害者介護給付費等の支給
に関する審査会 菰野町

2

障害者介護給付費等の支給
に関する審査会 熊野市

1

滋賀県 湖北地域しょうがい者自立支援審
査会

障害者福祉

長浜米原東浅井介護認定審査会

長浜市 6

近江八幡市、安土町、日野町及び
竜王町介護認定審査会

介護保険 近江八幡市 5

乙訓一部事務組合特別職員報酬等
審議会

介護保険 長浜市 10

相楽郡東部三町村障害者介護給付
費等支給認定審査会

障害者自立支援法による介
護給付費等の支給認定事務

和束町 3

京都府 宮津市、伊根町及び与謝野町障害
者介護給付等支給認定審査会

障害者自立支援法による介
護給付費等の支給認定事務

特別職員報酬等審議会の機
関の共同設置

乙訓環境衛生組合 2

与謝野町 1

大阪府
池田市豊能町能勢町介護認定審査会

介護保険法に規定する審査
判定業務

阪南市泉南市岬町介護認定審査会

池田市 2

泉佐野市田尻町介護認定調査会 介護保険法に規定する審査判定業務 泉佐野市 3

介護認定審査事務 泉南市 3

泉佐野市田尻町障害程度区分認定審査会
障害者自立支援法に規程す
る審査判定業務

泉佐野市 2

阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会
障害者自立支援法に規程す
る審査判定業務

泉南市 2

河南町、太子町及び千早赤阪村介
護認定審査会

介護保険法に規定する審査
判定業務

太子町 2

池田市豊能町能勢町障害者給付認
定審査会

障害者自立支援法に規程す
る審査判定業務

池田市 2

公平委員会
淡路広域行
政事務組合

河南町、太子町及び千早赤阪村障
害程度区分認定審査会

障害者自立支援法に規程す
る審査判定業務

太子町 2

3

中播公平委員会 公平委員会 福崎町 3

淡路公平委員会
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揖龍公平委員会 公平委員会 ○たつの市 太子町
揖龍保健衛生施設事
務組合

揖龍地区農業共済事
務組合 たつの市 3

豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町

公立豊岡病院組合 公立八鹿病院組合 美方郡広域事務組合 北但行政事務組合
○但馬広域行政事務
組合

西脇多可行政事務組合及び北播磨
清掃事務組合公平委員会

公平委員会 ○西脇多可行政事務組合 北播磨清掃事務組合
西脇多可行政事
務組合

3

小野加東広域事務組合及び小野加東環境
施設事務組合公平委員会

公平委員会 ○小野加東広域事務組合
小野加東環境施設事務組

合

小野加東広域事
務組合

3

丹波市・一部事務組合公平委員会 公平委員会 ○丹波市
丹波少年自然の家事
務組合

氷上多可衛生事務組
合 丹波市 3

加東公平委員会 公平委員会 ○加東市
北播肢体不自由児機
能回復訓練施設事務
組合わかあゆ園

播磨内陸医務事
業組合

北播衛生事務組
合

加東市 3

加古川市・播磨町公平委員会 公平委員会 ○加古川市 播磨町 加古川市 7

丹波市・一部事務組合情報公開審
査会

情報公開審査会 ○丹波市
丹波少年自然の家事
務組合

氷上多可衛生事務組
合 丹波市 3

神崎郡介護認定審査会 介護保険 市川町 福崎町 ○神河町 神河町 3

神崎郡障害者認定審査会 障害者福祉 市川町 福崎町 ○神河町 神河町 1

○天理市 山添村

○橿原市 高取町 明日香村

○葛城市 広陵町

川西町 三宅町 ○田原本町

○葛城市 広陵町

川西町 三宅町 ○田原本町

○上牧町 王寺町 広陵町 河合町

西和衛生試験センター組合

香芝・王寺環境施設組合

○田辺市 上富田町 白浜町 すさみ町

みなべ町

美浜町 日高町 由良町 日高川町 みなべ町

印南町 御坊日高老人福祉施設事務組合

○御坊広域行政事務組合

日高広域消防事務組合

○上富田町 白浜町 すさみ町

紀南地方老人福祉施設組合

紀南地方児童福祉施設組合

田辺周辺広域市町村圏組合

富田川衛生施設組合、上大中清掃施設組合

大辺路衛生施設組合、公立紀南病院組合

○那智勝浦町

太地町

○那智勝浦町 太地町 北山村 串本町

古座川町 紀南学園事務組合

那智勝浦町・太地町環境衛生施設一部事務組合

東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合

紀南環境衛生施設事務組合

新宮周辺広域市町村圏事務組合

串本町古座川町衛生施設事務組合

美浜町 由良町 日高町 ○印南町

岩美町 若桜町 智頭町 八頭町 三朝町

湯梨浜町 琴浦町 北栄町 日吉津村 大山町

南部町 伯耆町 日南町 日野町 江府町

鳥取県町村消鳥取県町村職日野町江府町南部町・伯耆八頭環境施設

岩美町 若桜町 智頭町 八頭町 三朝町

湯梨浜町 琴浦町 北栄町 日吉津村 大山町

南部町 伯耆町 日南町 日野町 江府町

鳥取県町村消鳥取県町村職日野町江府町南部町・伯耆八頭環境施設

日吉津村 大山町 南部町 伯耆町 日南町

日野町 江府町 南部箕蚊屋広南部町・伯耆日野町江府町

日野病院組合

○雲南市 奥出雲町 飯南町

○江津市 江津邑智消防組
合

障害程度区分審査判定審査会 勝央町 奈義町

介護認定審査会

久米郡介護認定審査会 介護認定審査会 久米南町 美咲町 美咲町

久米郡障害程度区分認定審査会 障害程度区分審査判定審査会 久米南町 美咲町 美咲町

但馬公平委員会 公平委員会
但馬広域行政事
務組合

3

奈良県
天理市及び山添村介護認定審査会

要介護認定審査に関する事
務

葛城市・広陵町介護認定審査会
要介護認定審査に関する事
務

葛城市・広陵町障害程度区分判定
審査会

障害程度区分判定に関する
事務

天理市 1

橿原市高取町明日香村介護認定審
査会

要介護認定審査に関する事
務

橿原市 1

葛城市 1

磯城郡介護認定審査会
要介護認定審査に関する事
務

田原本町 1

葛城市 1

磯城郡障害認定審査会
障害程度区分判定に関する
事務

田原本町 1

北葛城郡公平委員会 公平委員会の事務 上牧町 1
静香苑環境施設組合

香芝・広陵消防組合

和歌山県 田辺周辺５市町障害程度区分認定
等審議会

障害程度区分の認定事務

西牟婁郡公平委員会

田辺市 3

要支援、要介護認定申請者
等について、認定基準に照
らして要支援、要介護等の
審査判定を行う。

那智勝浦町 2

東牟婁郡公平委員会

日高郡町村公平委員会 公平委員会に関する事務
御坊広域行
政事務組合

2

公平委員会の事務の管理・
執行

上富田町 2

那智勝浦町・太地町介護認定審査
会

職員の給与、勤務時間、その
他勤務条件に関する措置の要
求審査、判定及び必要な措置
を執る。職員に対する不利益
処分についての不服申し立て
に対する裁決又は決定をす
る。

那智勝浦町 1

美浜町、由良町、日高町及び印南
町指導主事

構成市町村の小中学校の学
習指導

印南町

鳥取県

鳥取県町村非常勤職員公務災害補
償等認定委員会

議会の議員、その他の非常勤
職員の公務上の災害又は通勤
による災害に対する補償に係
る災害の認定

情報公開、個人情報保護に
関する異議申立ての審査

伯耆町 2
鳥取県西部町村情報公開・個人情
報保護審査会

鳥取県町村非常勤職員公務災害補
償等審査会

議会の議員、その他の非常勤
職員の公務上の災害又は通勤
による災害に対する補償に係
る災害の認定及び補償の実施
に関する不服申立ての審査裁
定

2

雲南圏域1市2町障害程度区分認定
審査会

鳥取県町村
職員退職手
当組合

2

鳥取県町村
職員退職手
当組合

岡山県
勝田郡介護認定等審査会

雲南市
島根県 障害者の障害程度区分の判

定

勝央町

江津市及び江津邑智消防公平委員
会

公平委員会事務 江津市



都道府県名
機関の名称又は

職員等の担任事務職名
事務の名称 幹事団体名

吏員等
の数

構成団体名

○山口市 山口・防府地区広域事務組合

○平生町 田布施町 上関町

○勝浦町 上勝町 佐那河内村

○勝浦町 上勝町 佐那河内村

○石井町 神山町

○石井町 神山町

松茂町 ○北島町

松茂町 北島町 ○藍住町 板野町 上板町

○藍住町 板野町 上板町

○伊予市 松前町 砥部町

○鬼北町 松野町

高知県 ○室戸市 安芸市 東洋町 奈半利町 田野町
安田町 北川村 馬路村 芸西村
○香南市 香美市

○安芸市 芸西村

○室戸市 東洋町

○宿毛市 大月町 三原村

○四万十市 黒潮町

○香南市 香美市

○香美市 香南市

福岡県 ○豊前市 吉富町 上毛町 築上町

○春日市 大野城市 筑紫野市 太宰府市 那珂川町

宗像市 ○福津市

○宮若市 鞍手町 小竹町

○行橋市 苅田町 みやこ町

○春日市 大野城市 筑紫野市 太宰府市 那珂川町

○宗像市 福津市

○前原市 二丈町 志摩町

○春日市 大野城市 筑紫野市 太宰府市 那珂川町

筑紫自治振興組合
春日・大野城・那
珂川消防組合

筑紫野太宰府消防
組合

大野城太宰府環境
施設組合

春日大野城衛生施
設組合

筑紫野・小郡・基
山清掃施設組合

筑紫野・春日・筑
前筑慈苑組合

福岡都市圏南部環
境事業組合

○嘉麻市

ふくおか県央環境施設組合

古賀市 宇美町 篠栗町 志免町 須恵町

新宮町 久山町 ○粕屋町 糟屋郡自治会館組合
糟屋郡篠栗町外一市
五町財産組合

玄海環境組合 古賀高等学校組合 北筑衛生施設組合 粕屋南部消防組合 粕屋北部消防組合

須恵町外二ヶ町清掃
施設組合

○甘木・朝倉広域市
町村圏事務組合

小郡市･筑前町衛生
施設組合

甘木･朝倉･三井環境
施設組合 筑前町 東峰村

○前原市
糸島地区消防施設組
合

香春町 ○川崎町 糸田町 大任町 赤村

福智町 田川郡東部環境衛
生施設組合

田川地区斎場組合
田川地区清掃施設
組合

苅田町 ○みやこ町

○うきは久留米環境
施設組合

うきは老人ホー
ム

山口県
山口市等公平委員会 公平委員会 山口市 1

熊南地域介護認定審査会 要介護認定の審査 平生町 2

徳島県 勝浦町・上勝町・佐那河内村介護
認定審査会

要介護認定の審査判定業務

石井町・神山町介護認定審査会 要介護認定の審査判定業務

松茂町・北島町介護認定審査会

勝浦町 2

勝浦町・上勝町・佐那河内村障害
程度区分認定審査会

障害程度区分の審査判定業
務

勝浦町 2

石井町 7

石井町・神山町障害程度区分認定
審査会

障害程度区分の審査判定業
務

石井町 5

要介護認定の審査判定業務 北島町 2

板野郡障害程度区分認定審査会
障害程度区分の審査判定業
務

藍住町 2

藍住町・板野町・上板町介護認定
審査会

要介護認定の審査判定業務 藍住町 4

愛媛県
伊予地区介護認定審査会 介護認定審査事務 伊予市 1

鬼北地区介護認定審査会 介護認定審査事務 鬼北町 1

安芸広域障害程度区分認定審査会 障害者福祉 室戸市 2

香南香美地区障害者自立支援審査
会

障害者福祉 香南市 4

安芸市芸西村介護認定審査会 介護保険 安芸市 20

室戸市東洋町介護認定審査会 介護保険 室戸市 4

香南香美地域新エネルギービジョ
ン策定委員会

幡多西部介護認定審査会 介護保険 宿毛市 1

幡多中央介護認定審査会 介護保険 四万十市 1

地域新エネルギービジョン策定委員会 香南市 2

香南・香美地区教科用図書調査委
員会

教科用図書の調査研究 香美市 4

8

筑紫地区障害程度区分等審査会
障害者自立支援法に基づく
障害程度区分等認定審査

那珂川町 0

福津市 3

豊築地区障害程度区分認定審査会
介護給付費の支給に関する
審査・判定事務

豊前市

宮若市・鞍手町・小竹町障害程度区
分等認定審査会

障害者自立支援法に基づく
障害程度区分等認定審査

宮若市 8

宗像市・福津市障害程度区分等認
定審査会

障害者自立支援法に基づく
障害程度区分等認定審査

行橋市・苅田町・みやこ町介護認
定審査会

介護保険法の要介護等の認
定に係る審査判定事務

行橋市 3

筑紫地区介護認定審査会
介護保険法に基づく審判判
定業務

那珂川町 2

宗像市・福津市介護認定審査会
介護保険法に基づく審判判
定業務

宗像市 4

糸島地区廃棄物審議会
関係市町の諮問に応じて、一
般廃棄物の処理に関する調査
及び審議

前原市 4

筑紫公平委員会
地方公務員法に基づく公平
委員会事務

那珂川町 1

嘉麻市及びふくおか県央環境施設
組合

地方公務員法に基づく公平
委員会事務

嘉麻市 2

糟屋郡公平委員会
地方公務員法に基づく公平
委員会事務

古賀市、篠栗
町、須恵町

2

甘木･朝倉広域市町村圏事務組合
等公平委員会

地方公務員法に基づく公平
委員会事務

甘木･朝倉広
域市町村圏事
務組合

2

前原市、糸島地区消防厚生組合公
平委員会

地方公務員法に基づく公平
委員会事務

前原市 2

田川郡町村公平委員会
地方公務員法に基づく公平
委員会事務

川崎町 3

京都郡公平委員会
地方公務員法に基づく公平
委員会事務

みやこ町 2

うきは市久留米市環境施設組合ほ
か一組合公平委員会

地方公務員法に基づく公平
委員会事務

うきは久留
米環境施設
組合

2



都道府県名
機関の名称又は

職員等の担任事務職名
事務の名称 幹事団体名

吏員等
の数

構成団体名

○福岡県自治会館
管理組合

福岡県市町村退職
手当組合

福岡県市町村消防
団員組合

福岡県市町村災害
共済組合

福岡県自治振興組
合

福岡県介護保険広
域連合

福岡県後期高齢者
医療広域連合

○飯塚市 飯塚市・桂川町衛生
施設組合

○中間市
中間市行橋市競艇
組合

福岡県中間市外二
ケ町山田川水利組
合

北九州市 下関市

○伊万里市 有田町

○鳥栖市 基山町 みやき町 上峰町

○伊万里市 有田町

○佐世保市 小値賀町

○荒尾市

荒尾競馬組合

○山鹿市

植木町

○山鹿市

植木町

錦町 多良木町 湯前町 水上村 相良村

五木村 山江村 球磨村 ○あさぎり町

○錦町 多良木町 湯前町 水上村 相良村

五木村 山江村 球磨村 あさぎり町

大分市 由布市

別府市

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

日田市

日田玖珠広域消防組合

杵築市 杵築速見消防組合

杵築速見環境浄化組合

宇佐市 豊後高田市

宇佐市 豊後高田市

○日南市 串間市 北郷町 南郷町

○延岡市 高千穂町 日之影町 五ヶ瀬町

○日向市 門川町 諸塚村 椎葉村 美郷町

○西都市 高鍋町 西米良村 新富町 木城町

川南町 都農町

○宮崎市 清武町 国富町 綾町

○日南市 串間市 南郷町 北郷町

○小林市 えびの市 野尻町 高原町

○西都市 西米良村

○高鍋町 新富町 木城町

○川南町 都農町

○日向市 門川町 諸塚村 椎葉村 美郷町

○高千穂町 日之影町 五ヶ瀬町

○門川町 諸塚村 椎葉村 美郷町 入郷地区衛生組合

○高千穂町 日之影町 五ヶ瀬町 西臼杵郡衛生組合

福岡県自治会館管理組合等公平委
員会

地方公務員法に基づく公平
委員会事務

福岡県自治
会館管理組
合

2

飯塚市等公平委員会
地方公務員法に基づく公平
委員会事務

飯塚市 3

中間市等公平委員会
地方公務員法に基づく公平
委員会事務

中間市 3

関門景観審議会
関門景観の形成に関する重要
な事項の調査審議

北九州市 8

佐賀県 伊万里・有田地区障害程度区分認
定審査会

障害者自立支援法に定める
障害区分の認定に係る審査
判定業務

伊万里・有田地区介護認定審査会

伊万里市 2

鳥栖･三養基地区障害程度区分認
定審査会

障害者自立支援法に定める
障害区分の認定に係る審査
判定業務

鳥栖市 1

介護保険法に定める要介護
等の認定に係る審査判定業
務

伊万里市 2

長崎県
佐世保市小値賀町介護保健認定審査会

介護保険の認定にかかる審
査事務

佐世保市 6

熊本県
荒尾市・荒尾競馬組合公平委員会 公平委員会

山鹿市・植木町介護認定審査会

荒尾市 2

球磨郡障害認定審査会 障害認定の審査 あさぎり町 2

山鹿市・植木町障害程度区分認定
審査会

障害程度区分認定審査会 山鹿市 10

介護認定審査会 山鹿市 2

球磨郡介護認定審査会 介護認定の審査 錦町 1

大分県
大分地域介護認定審査会

要介護等の認定に係る審査
判定

日田市・日田玖珠広域消防組合公
平委員会

大分市 12

別府市・別杵速見地域広域市町村
圏事務組合公平委員会

公平委員会 別府市

公平委員会 日田市 1

杵築市・一部事務組合公平委員会 公平委員会 杵築市 2

宇佐・高田地域介護認定審査会
要介護等の認定に係る審査
判定

宇佐市 3

宇佐・高田地域障害程度区分判定
審査会

障害程度区分の審査判定 宇佐市 3

宮崎県 日南串間地域障害程度区分等認定
審査会

障害認定審査事務

日向入郷地域障害者給付認定審査
会

障害認定審査事務

宮崎東諸県地域介護認定審査会 介護認定審査事務

西諸地域介護認定審査会 介護認定審査事務

高鍋・新富・木城介護認定審査会

日南市 4

宮崎県北部地域障害者給付認定審
査会

障害認定審査事務 延岡市 15

日向市 1

西都児湯障害認定審査会 障害認定審査事務 西都市 5

宮崎市 5

日南串間地域介護認定審査会 介護認定審査事務 日南市 6

小林市 1

西都市西米良村介護認定審査会 介護認定審査事務 西都市 5

介護認定審査事務 高鍋町 1

川南都農介護認定審査会 介護認定審査事務 川南町 2

日向入郷地域介護認定審査会 介護認定審査事務 日向市 2

西臼杵地域介護認定審査会 介護認定審査事務 高千穂町 3

東臼杵南部公平委員会 公平委員会に関する事務 門川町 1

西臼杵郡公平委員会 公平委員会に関する事務 高千穂町 2
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