○ 三重県 港湾 審議会 条例 （昭和 49年 3月 29日三重 県条例 第17号）
三 重県港 湾審 議会条 例
昭 和四十 九年 三月二 十九 日
三 重県条 例第 十七号
改正
平 成一〇 年 一月二 三日 三重県 条例 第一号
三 重県港 湾審 議会条 例を ここに 公布 する。
三 重県港 湾審 議会条 例
（ 設置）
第 一条 県が 管理す る港 湾の適 正か つ円滑 な開 発、利 用、 保全及 び管 理を図 るた め、三 重県 港湾審 議
会 （以下 「審 議会」 とい う。） を置 く。
（ 所掌事 務）
第 二条 審議 会は、 知事 の諮問 に応 じて、 次に 掲げる 事項 を調査 審議 し、及 びこ れらに 関し 必要と 認
め る事項 を知 事に建 議す る。
一 港湾 法（ 昭和二 十五 年法律 第二 百十八 号。 以下「 法」 という 。） 第三条 の三 第一項 の港 湾計画
二 法第 四十 三条の 五第 一項の 港湾 環境整 備負 担金
三 前二 号に 掲げる もの のほか 、港 湾の開 発、 利用、 保全 及び管 理に 関する 重要 事項
（ 組織）
第 三条 審議 会は、 委員 三十人 以内 をもつ て組 織する 。
２ 前条 の事 項を調 査審 議する ため 必要が ある ときは 、審 議会に 臨時 委員を 置く ことが でき る。
（ 委員）
第 四条 委員 及び臨 時委 員は、 次に 掲げる 者の うちか ら、 知事が 任命 する。
一 学識 経験 者
二 港湾 関係 者
三 県議 会の 議員
四 関係 行政 機関の 職員
五 前各 号に 掲げる 者の ほか知 事が 必要と 認め る者
２ 委員 の任 期は、 二年 とする 。た だし、 補欠 の委員 の任 期は、 前任 者の残 任期 間とす る。
３ 臨時 委員 は、当 該事 項に係 る調 査審議 が終 了した とき は、解 任さ れるも のと する。
（ 会長）
第 五条 審議 会に、 会長 を置く 。
２ 会長 は、 委員が 互選 する。
３ 会長 は、 会務を 総理 し、審 議会 を代表 する 。
４ 会長 に事 故があ ると きは、 あら かじめ 会長 の指名 する 委員が 、そ の職務 を代 理する 。
（ 会議）
第 六条 審議 会の会 議は 、会長 が招 集し、 会長 が議長 とな る。
２ 審議 会の 会議は 、委 員及び 議事 に関係 のあ る臨時 委員 の総数 の過 半数が 出席 しなけ れば 開くこ と
が できな い。
３ 審議 会の 議事は 、出 席した 委員 及び議 事に 関係の ある 臨時委 員の 過半数 で決 し、可 否同 数のと き
は 、議長 の決 すると ころ による 。
（ 部会）
第 七条 審議 会に、 津松 阪港部 会及 び尾鷲 港部 会を置 く。
２ 部会 は、 あらか じめ 会長が 指名 する委 員及 び臨時 委員 をもつ て構 成する 。
３ 審議 会は 、その 定め るとこ ろに より、 部会 の決議 をも つて審 議会 の決議 とす ること がで きる。
（ 部会長 ）
第 八条 部会 に、部 会長 を置く 。
２ 部会 長は 、会長 をも つて充 てる 。
３ 第五 条第 三項及 び第 四項の 規定 は、部会長 につい て準 用する 。こ の場合 にお いて 、同条 中「 会長」
と あるの は「 部会長 」と 、「審 議会 」とあ るの は「部 会」 と読み 替え るもの とす る。

（ 部会の 会議 ）
第 九条 第六 条の規 定は 、部会 の会 議につ いて 準用す る。 この場 合に おいて 、同 条中「 審議 会」と あ
る のは「 部会 」と、 「会 長」と ある のは「 部会 長」と 読み 替える もの とする 。
（ 幹事）
第 十条 審議 会に、 幹事 若干名 を置 く。
２ 幹事 は、 知事が 指定 する部 内の 職にあ る者 をもつ て充 てる。
３ 幹事 は、 審議会 の所 掌事務 につ いて、 委員 及び臨 時委 員を補 佐す る。
（ 庶務）
第 十一条 審 議会の 庶務 は、県 土整 備部に おい て処理 する 。
一 部改正 〔平 成一〇 年条 例一号 〕
（ 運営事 項）
第 十二条 こ の条例 に定 めるも のの ほか、 審議 会の運 営に 関し必 要な 事項は 、会 長が審 議会 にはか つ
て 定める 。
附 則
こ の条例 は、 昭和四 十九 年七月 一日 から施 行す る。
附 則（ 平成 十年一 月二 十三日 三重 県条例 第一 号抄）
（ 施行期 日）
１ この 条例 は、平 成十 年四月 一日 から施 行す る。

