
牛  牧  区  条  例 

(趣旨)  

第 1条  この条例は、牛牧区 (以下区という)の豊かな自然と伝統ある文化を大切にし、秩

序ある発展と区民等の快適な生活環境を守り、円滑な区政の運営を図ることを目

的とする。  

(区)  

第 2条  区とは、高森町牛牧を主体とする行政区域をいう。  

(区事務所)  

第 3条  区事務所は、牛牧1､543番地 牛牧区生活改善センター内に置く。  

(事業年度)  

第 4条  区の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月3l日までとする。  

(区民等)  

第 5条  区民とは、牛牧行政区域内 (以下区域という)に居住する者をいう。  

但し、アパート、別荘、営業等住人については、区条例施行規則に定める。  

2  区民等とは、区民及び区域に土地又は建物 (賃貸借を含む)を所有する者をいう。  

(区の機構)  

第 6条  区は、次の機構により区政を行う。  

1  議会、執行機関、監査委員  

2  区政の運営機関として、9常会を置く  

 (区議会)  

第 7条  区議会 (以下議会という)は、9名を以って組織し、議員の中から議長及び副議 

長を選出する。  

第 8条  議長は、議会を代表する。  

第 9条  副議長は議長を補佐し、議長事故ある時は、その職務を代行する。  

第10条  議会は、議員の3分の2以上の出席により成立し、議員定数の過半数を以って決定

する。  

第11条  議会は、次に掲げる事項を議決しなければならない。  

1   条例・規則等の制定又は改廃すること。  

2   歳入歳出予算を定めること。  

3   決算報告を認定すること。  

4   財産の取得、処分又は貸借に関すること。 

ここでいう財産とは、区の財産台帳に記載されたものをいう。  

5   積立金等の設置・管理及び処分に関すること。  

6   区費・使用料・手数料・分担金・出勤労務等の賦課徴収に関すること。  

7   報酬・手当・及び費用弁償に関すること。  

8   その他、必要な事項。  
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第12条  議会は、区の業務に関し、区長及び各委員会に対し報告を求め、意見を述べること

ができる。  

第13条  議会は、監査委員に対し、区の業務に関する監査を求め、その結果の報告を求める

ことができる。  

第14条  議会は、区長が招集する。  

2  3分の1以上の議員から会議に付議すべき事項を示して、議会招集の請求があるとき

は、これを招集しなければならない。  

第15条  議長は、責任者を定めて議事録を作成し、議長及び指名議員の署名押印により、こ

れを保管しなければならない。  

(執行機関)  

第16条  区は、区長及び副区長、管理・環境委員18名を以って執行機関とする。  

2  副区長は、庶務及び会計を担当する。  

第17条  区長は、区を統括し、これを代表する。  

第18条  区長は、次の事項を執行する。  

1  区の経費を以って行う業務全般。  

2  議会の議決事項について、その議案を提出すること。  

3  区に関わる財産を管理すること。  

4  収入及び支出を決済すること。  

5  証書及び公文書等を保管すること。 

6 条例、規則又は議会の議決により、定められた区費、使用料、手数料、分担金、出

勤労務等を賦課徴収すること。 

7  常会長との連絡調整に関すること。  

8  必要に応じて諮問委員会を設けることができる。  

9  その他必要な事項。  

第19条  区長は、議会において、議決すべき事項につき、緊急を要する事態が発生したとき

は、自己の判断により処置することができる。但し、この場合においては、後日、

議会の承認を求めるものとする。  

第20条  区長は、執行機関で決定した事項の記録を取りまとめ、保管しなければならない。  

第21条  副区長は、区長を補佐し、区長が事故又は欠員のときは、その職務を代行する。  

第22条  副区長は、区の積立金、現金の保管及び出納会計の事務を掌る。  

2  コミュニティー事業を担当する。  

第23条  管理委員長・環境委員長は、正副区長を補佐する。  

第24条  委員会は、次の部門を担当し、区長の命によりこれを執行する。  

1  管理委員会 土地、建物、器具備品及び区有林の管理に関すること。  

2  環境委員会 道路、水路等土木事業及び生活環境に関すること。 

  担当事業については、区条例施行規則に定める。  
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第25条  各委員会は、9名を以って組織し、互選により委員長各1名を選出する。  

(監査委員)  

第26条  監査委員は、3名を以って組織し、互選により委員長を選出する。  

第27条  監査委員は、区の業務並びに会計の執行につき、年2回以上の監査を行わねばなら

ない。 

第28条  監査委員は、区長及び議会の要求があるときは、何時でも監査をすることができ

る。 

第29条  監査委員は、監査を行った時、区長及び議会に報告しなければならない。  

(常会長)  

第30条  常会長は、執行機関に協力し、区と常会の連携を密にし、常会相互の親睦と交流を

はかる。  

第31条  常会長は、区長の命により、次の事項を行う。  

1  区と常会との連絡に関すること。  

2  区の選挙管理事務に関すること。  

3  区費等の集金に関すること。  

4  その他、区長又は常会長会で必要と認める事項。  

(区民の責務)  

第32条  区民等は、等しく、この地域を愛し、将来に向けて価値ある地域の発展・向上に努

めなければならない。  

第33条  区民は、次の責務を負う。  

1  区に属する建物・器具備品を共有すると共に、それに関わる負担について分担す

る。 

2  区内の道路並びに河川の維持管理。  

3  区有林並びに土地を共有すると共に、これの保護育成。  

4  自然・景観・美化等についての保全。細部については、別に定める。  

5  伝統文化の保存継承。  

第34条  区民は、区条例及び施行規則の制定又は、改廃について請求することができる。  

2  区民は、区の事業に関わる監査を請求することができる。  

(財務)  

第35条  区は、新たに重要な財産を取得又は処分しようとするときは、議会の議決を得ると

共に、区民有権者の同意を得なければならない。  

重要な財産については、区条例施行規則に定める。  

2  財産を取得又は処分したときは、その方法及び内容を区民に公表しなければな ら

ない。  

第36条  区は、正副区長、各委員並びに議員、その他の業務に携わる者に対し、報酬・手当

の支給及び費用の弁償をしなければならない。  

2  報酬・手当及び費用弁償の額並びに支給方法は、区条例施行規則に定める。  
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第37条  区が、出勤労務等を賦課徴収する場合、当事者は代理又は金銭を以ってこれに代え

ることができる。  

第38条  区費、使用料、手数料、分担金、出勤労務等の賦課徴収の方法は、区条例施行規則

に定める。  

第39条  区長は、歳入歳出を予算調整し、3月31日までに議会の議決を経なければならな

い。  

第40条  区長は、議会の議決を経て、既定予算の追加又は更生をすることができる。  

第41条  区長は、議会の議決を経て、特別会計を設けることができる。  

第42条  区長は、決算書及び証書類を監査委員の審査に付し、その意見書をつけて、5月31

日までに議会に提出し、議会の承認を得なければならない。  

(選挙並び任期)  

第43条  区民で満20歳以上の者は、正副区長並びに監査委員の選挙権を有する。  

2  区民で満25歳以上の者は、前項の被選挙権を有する。  

第44条  正副区長は、公選により区長1名、副区長1名を選出し、任期は2ヶ年とする。  

第45条  委員は、常会選により各部門毎に1名を選出し、任期は2ヶ年とする。  

第46条  議員は、常会選により選出し、任期は2ヶ年とする。  

第47条  監査委員は、公選により3名を選出し、任期は2ヶ年とする。  

第48条  公選の方法は、議会において定める。  

第49条  選出した機関に欠員を生じたときは、区長は速やかに補欠選挙を行わなければなら

ない。その場合の任期は、前任者の残任機関とする。  

第50条  正副区長、委員及び議員は、監査委員を兼ねることができない。  

(補則)  

第51条  本条例を改正しようとするときは、議会の議決を得ると共に、区民有権者の同意を

得なければならない。  

第52条  本条例の施行については、別に規則等を設けることができる。  

第53条  公民館の運営に関しては、別に規則を設けて、これにより行う。  

第54条  社寺の運営に関しては、別に規則を設けて、これにより行う。  

第55条  区長は、伝統文化の保存継承について、規則等を定めることができる。  

その他必要な規則等を定めることができる。  

附則  

1  昭和48年12月20日改正、昭和49年1月1日から施行する。  

2  平成元年11月16日一部改正、平成2年1月1日から施行する。  

3  平成7年1月24日改正、平成7年1月28日から施行する。  

4  平成17年12月25日改正、平成18年1月1日から施行する。  

経過措置として、現職正副区長の任期は、平成19年3月31日までとする。 
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牛 牧 区 条 例 施 行 規 則  

牛牧区条例 (平成17年12月25日一部改正)に基づき、次の施行規則を定める。  

 

第 5条第１項の但し書きの部分を次のとおり定める。  

1. アパート住人については、牛牧行政区域内（以下区域という)での居住が確認され、

区費を納入した日の翌日より区民となる。  

2. 別荘住人については、区域に別荘を建設し、区費を納入した日の翌日より区民とな

る。  

3. 営業等住人については、区域で営業する者で、医費を納入した日の翌日より区民と

なる。  

 

第24条の担当事業は、次のとおりとする。  

1． 管理委員会の担当事業  

イ、牛牧区（以下区という）所有の財産管理に関すること  

ロ、区有林の維持管理に関すること  

ハ、前各号の事業に附帯する事業  

2． 環境委員会の担当事業  

イ、区域の道路並びに河川の維持管理に関する事業  

ロ、区域の生活環境の整備向上に関する事業  

ハ、前各号の事業に附帯する事業  

 

第33条第4項の自然、景観及び美化等について次のとおり定める。  

1． 牛牧区景観形成住民協定書 (平成16年6月1日認可)によるものとし、運営委員会 

で運営する。  

 

第35条第１項の重要な財産を次のとおり定める。  

1． 土地、建物、立木  

2． 水利権、入会権  

3． 有形・無形文化財  

 

第36条2項の報酬、手当、及び費用弁償の額、並びに支給方法を次のとおり定める。  

1. 報酬、手当、及び費用弁償の額、並びに支給方法は、報酬審議会に諮り決定する。 

2. 報酬審議会は、区長が招集する。  

3. 報酬審議会の構成は、監査委員3名、議長1名、管理・環境委員長2名、正副区長 

2名の9名により構成する。  

4. 報酬審議会は、区長の任期が満了する年度の2月に開催し、諮問事項について3月中

旬までに答申する。  
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第38条の徴収方法を次のとおり定める。  

1． 区費の賦課は、毎年3月の議会において決定する。  

2． 区費は一般区費・特別区費を設け、戸別賦課、アパート住人賦課、別荘住人賦課、

営業等賦課の4種類とする。  

3． 次に該当するものは、議会の議決を経て減免することができる。  

イ、災害罹災家庭 

ロ、生活保護の適用を受けている家庭  

ハ、70歳以上の独り暮らしの家庭  

ニ、その他、議会で減免が適当と認めたもの  

4． 使用料の賦課徴収については、それぞれの施設の使用規定による。  

5． 手数料の賦課徴収については、議会において決定する。  

6． 分担金の賦課徴収については、議会において決定する。  

7． 出勤労務等の賦課徴収については、議会において決定する。  

 

附則  

この規則は、議会の議決を受け、平成7年12月12日から施行する。  

この規則は、議会の議決を受け、平成 18年 1月 1日から施行する。 
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管理委員会の所管業務 

  

1. 公会堂、伝承館、生活改善センター等の諸施設の維持管理、並びに周辺整備                                                    

2. 明永寺、十王堂、無縁堂等の維持管理 

3. 諸施設の鍵の保管  

4. 防犯灯の管理  

5. 装具、祭壇の管理貸出  

6. 区有地及び区有林の管理・保全  

7. 区有林の境界見回り  

8. 植林  

9. 枝打ち、下草刈り等の管理  

10. 茸山管理(テープ張り、立礼の管理等)  

11.  その他、必要な事項  

  

 

 

環境委員会の所営業務 

  

1. 道路の新設、拡幅等の申請業務 

 2. 道路の管理補修及び除雪 

 3. 用排水路の維持管理 

 4. 大井の砂出し及び分井の確認 

 5. 井端(大井)の草刈り 

 6. 陰木の点検、伐採 

 7. 堤の木管理 

 8. ブユ駆除 

 9. 清潔検査 

10. ゴミ収集  

11. 粗大ゴミ収集  

12. 廃乾電池収集  

13. その他、必要な事項 
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