
行政機構改革等に伴う関係規則の整理に関する規則をここに公布する。

令和２年３月30日

倉吉市長 石田 耕太郎

倉吉市規則第６号

行政機構改革等に伴う関係規則の整理に関する規則

（倉吉市事務分掌条例施行規則の一部改正）

第１条 倉吉市事務分掌条例施行規則（昭和52年倉吉市規則第26号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対応する同表の改

正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という。）が存在する場合には、当該移動

項を当該移動後項とし、移動項に対応する移動後項が存在しない場合には、当該移動項（以下「削除項」

という。）を削り、移動後項に対応する移動項が存在しない場合には、当該移動後項（以下「追加項」

という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び削除項を除く。以下この条において「改正

部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を除く。以

下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改

め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応す

る改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正表」という。）に対応す

る同表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正後表」という。）が存在す

る場合には、当該改正表を当該改正後表に改め、改正表に対応する改正後表が存在しない場合には、当

該改正表を削り、改正後表に対応する改正表が存在しない場合には、当該改正後表を加える。

改正後 改正前

（課及び内部組織の設置） （課及び内部組織の設置）

第２条の２ 次の表の左欄に掲げる部に、当該中欄

に掲げる課（課に相当するものを含む。以下同じ。）

を置き、その内部組織として当該右欄に掲げる係

等を置く。

第２条の２ 次の表の左欄に掲げる部に、当該中欄

に掲げる課（課に相当するものを含む。以下同じ。）

を置き、その内部組織として当該右欄に掲げる係

等を置く。

部 課 内部組織 部 課 内部組織

総務部総務課 総務係 法制係 総務部総務課 総務係 法制係

企画課 企画係 広報係 秘

書係

防災安全課 防災安全係 防災安全課 防災安全係

職員課 人事係 研修厚生係 職員課 人事係 研修厚生係

財政課 財政係 管財係 財政課 財政係 管財係

税務課 市民税係 資産税係

債権回収室 地籍係

市民課 市民サービス係

関金支所 関金支所

生活産

業部

市民課 市民サービス係 情

報管理係

企画産

業部

企画課 広報係

税務課 市民税係 資産税係

債権回収室

商工観光課 商工係 観光係

地域づくり支 移住定住係 市民活 地域づくり支 移住定住係 市民活



援課 動係 スポーツ文化

交流係 ワールドマ

スターズゲームズ推

進室

援課 動係 スポーツ文化

交流係

人権政策課 人権同和対策係 男

女共同参画係

農林課 農政係 農林整備係

環境課 環境・循環推進係 人権政策課 人権同和対策係

農林課 農林振興係 地籍係 環境課 環境・循環推進係

商工観光課 商工係 観光係

健康福

祉部

福祉課 福祉係 生活保護係 健康福

祉部

福祉課 福祉係 生活保護係

子ども家庭課 子ども発達・家庭支

援室 すこやか支援

係 子育て支援係

子ども家庭課 家庭支援係 子育て

支援係

保険年金課 給付係 国保年金係 保険年金課 給付係 国保年金係

長寿社会課
介護保険係 高齢者

福祉係
長寿社会課

介護保険係 高齢者

福祉係

健康推進課
健康増進係

健康推進課
すこやか支援係 健

康増進係

建設部管理計画課 管理調整係 都市計

画・公園係

建設部管理計画課 管理調整係 都市計

画・公園係

建設課 建設総務係 工務係 建設課 管理係 維持係 改

良係

地域整備課 農村整備係 治山林

道係

下水道課 業務係 工務係

建築住宅課 公営住宅係 建築指

導係 営繕係

建築住宅課 公営住宅係 建築指

導係 営繕係

２ 総務部に危機管理体制を総括し、調整するため、

防災調整監を置く。

第２条の３ 市長は、定められた分掌事務以外の臨

時又は特別の事務で前条に定める組織により処理

することが適当でない事務については、別に定め

るところによりプロジェクト・チーム又は本部等

を設置し、処理させることができる。

第２条の３ 市長は、定められた分掌事務以外の臨

時又は特別の事務で前条に定める組織により処理

することが適当でない事務については、別に定め

るところによりプロジェクト・チーム又は本部等

を設置し、処理させることができる。

２ プロジェクト・チーム又は本部等に、別に定め

るところにより必要な職を置くものとする。

２ プロジェクト・チーム又は本部等に、別に定め

るところにより必要な職を置くものとする。

（総務部各課の分掌事務） （総務部各課の分掌事務）

第３条 総務部各課の分掌事務は、次のとおりとす

る。

第３条 総務部各課の分掌事務は、次のとおりとす

る。

総務課 総務課

(１) 部間及び部内の連絡調整に関すること。 (１) 部間及び部内の連絡調整に関すること。

(２) 市議会に関すること。 (２) 市議会に関すること。

(３) 儀式、表彰及び栄典に関すること。 (３) 儀式、表彰及び栄典に関すること。

(４) 庁舎及び構内の管理並びに取締りに関す

ること（他課の所管に属するものを除く。）。

(４) 庁舎及び構内の管理並びに取締りに関す

ること。

(５) 町又は字の区域及び行政区域の設定並び

に変更に関すること。

(５) 町又は字の区域及び行政区域の設定並び

に変更に関すること。

(６) 市民憲章に関すること。 (６) 市民憲章に関すること。

(７) 行政相談に関すること。 (７) 行政相談に関すること。



(８) 庁舎案内に関すること。 (８) 庁舎案内に関すること。

(９) 更生保護に関すること。 (９) 更生保護に関すること。

(10) 車両に関すること。 (10) 車両に関すること。

(11) 公印の管守に関すること（他課の所管に

属するものを除く。）。

(11) 公印の管守に関すること（他課の所管に

属するものを除く。）。

(12) 条例、規則等の審査に関すること。 (12) 条例、規則等の審査に関すること。

(13) 公告式に関すること。 (13) 公告式に関すること。

(14) 文書の受領、発送及び保存に関すること。 (14) 文書の受領、発送及び保存に関すること。

(15) 訴訟及び審査請求の総括に関すること。 (15) 訴訟及び審査請求の総括に関すること。

(16) 情報公開及び個人情報保護に関するこ

と。

(16) 情報公開及び個人情報保護に関するこ

と。

(17) 行政組織に関すること。 (17) 行政組織に関すること。

(18) 行財政改革に関すること。 (18) 行財政改革に関すること。

(19) 行政事務の改善に関すること。 (19) 行政事務の改善に関すること。

(20) 行政の情報化に関すること。

(21) 庁内ＬＡＮの運用管理に関すること。

(22) 電子計算組織の管理運営に関すること。

(20) 他の所管に属しないこと。 (23) 他の所管に属しないこと。

企画課

(１) 庁議に関すること。

(２) 総合計画に関すること。

(３) 政策等の立案に関すること。

(４) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(５) 市長会及び副市長会に関すること。

(６) 広報及び公聴に関すること。

(７) 市政記者室に関すること。

(８) 交通対策等の総合的推進に関すること。

(９) 地域の情報化に関すること。

(10) 広域行政に関すること。

(11) 辺地総合整備計画に関すること。

(12) 地方創生のための総合戦略に関するこ

と。

(13) 統計（他課の所管するものを除く。）に

関すること。

(14) 市長の特命に関すること。

防災安全課 防災安全課

(１) 防災安全に関する総合調整に関するこ

と。

(１) 防災安全に関する総合調整に関するこ

と。

(２) 地域防災計画及び防災会議に関するこ

と。

(２) 地域防災計画及び防災会議に関するこ

と。

(３) 広域消防に関すること。 (３) 広域消防に関すること。

(４) 火災予防対策に関すること。 (４) 火災予防対策に関すること。

(５) 消防団に関すること。 (５) 消防団に関すること。

(６) 消防水利に関すること。 (６) 消防水利に関すること。

(７) 防災施設に関すること。 (７) 防災施設に関すること。

(８) 防災行政無線に関すること。 (８) 防災行政無線に関すること。

(９) 防災情報通信に関すること。 (９) 防災情報通信に関すること。

(10) 水防に関すること。 (10) 水防に関すること。

(11) 自主防災組織に関すること。 (11) 自主防災組織に関すること。

(12) 国民保護に関すること。 (12) 国民保護に関すること。

(13) 交通安全に関すること。 (13) 交通安全に関すること。



(14) 防犯に関すること。 (14) 防犯に関すること。

(15) 自衛官の募集に関すること。 (15) 自衛官の募集に関すること。

(16) 防災センターに関すること。 (16) 防災センターに関すること。

職員課 職員課

(１) 職員の配置、任免、分限、懲戒その他職

員の身分に関すること。

(１) 職員の配置、任免、分限、懲戒その他職

員の身分に関すること。

(２) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に

関すること。

(２) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に

関すること。

(３) 職員の人事評価に関すること。 (３) 職員の人事評価に関すること。

(４) 職員の服務、厚生福利及び研修に関する

こと。

(４) 職員の服務、厚生福利及び研修に関する

こと。

(５) 職員の定数に関すること。 (５) 職員の定数に関すること。

財政課 財政課

(１) 財政計画に関すること。 (１) 財政計画に関すること。

(２) 財政状況の公表に関すること。 (２) 財政状況の公表に関すること。

(３) 予算編成及び予算の執行管理に関するこ

と。

(３) 予算編成及び予算の執行管理に関するこ

と。

(４) 市債に関すること。 (４) 市債に関すること。

(５) 地方交付税に関すること。 (５) 地方交付税に関すること。

(６) 財政統計に関すること。 (６) 財政統計に関すること。

(７) 公有財産の総括管理並びに普通財産の管

理及び処分に関すること。

(７) 公有財産の総括管理並びに普通財産の管

理及び処分に関すること。

(８) 財産区に関すること。 (８) 財産区に関すること。

(９) 建物、自動車等の保険に関すること。 (９) 建物、自動車等の保険に関すること。

(10) 新町駐車場に関すること。 (10) 新町駐車場に関すること。

税務課

(１) 市税及び県民税の賦課に関すること。

(２) 固定資産税の評価に関すること。

(３) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標

識交付に関すること。

(４) 市税及び県民税の徴収並びに整理に関す

ること。

(５) 滞納処分に関すること。

(６) 滞納債権の整理回収に関すること。

(７) 地籍調査に関すること。

市民課

(１) 戸籍及び人口動態に関すること。

(２) 住民基本台帳に関すること。

(３) 印鑑に関すること。

(４) 身分に関すること。

(５) 死産の届出に関すること。

(６) 埋火葬の許可及び埋火葬場の使用許可手

続に関すること。

(７) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(８) 個人の所得並びに市民税及び県民税の課

税に関する証明書の交付に関すること。

(９) 諸証明に関すること。（他課の所管する

ものを除く。）

(10) 旅券に関すること。

(11) エキパル倉吉行政サービスコーナーに関

すること。



関金支所 関金支所

(１) 関金地域のまちづくりに関すること。 (１) 関金地域のまちづくりに関すること。

(２) 関金地域の防災に関すること。 (２) 関金地域の防災に関すること。

(３) 関金地域の市道、農道及び公園の維持管

理に関すること。

(３) 関金地域の市道、農道及び公園の維持管

理に関すること。

(４) 関金地域の除雪に関すること。 (４) 関金地域の除雪に関すること。

(５) 温泉配湯事業に関すること。 (５) 温泉配湯事業に関すること。

(６) 関金庁舎及び構内の管理並びに取締りに

関すること。

(６) 関金庁舎及び構内の管理並びに取締りに

関すること。

(７) 戸籍及び住民基本台帳に関する届出、申

請書等の受付及び証明書等の交付に関するこ

と。

(７) 戸籍及び住民基本台帳に関する届出、申

請書等の受付及び証明書等の交付に関するこ

と。

(８) 印鑑登録及び証明書の交付に関するこ

と。

(８) 印鑑登録及び証明書の交付に関するこ

と。

(９) 埋火葬の許可及び埋火葬場の使用許可手

続に関すること。

(９) 埋火葬の許可及び埋火葬場の使用許可手

続に関すること。

(10) 国民年金に関すること。 (10) 国民年金に関すること。

(11) 国民健康保険被保険者及び後期高齢者医

療被保険者の資格の得喪に関する届出等の受

付に関すること。

(11) 国民健康保険被保険者及び後期高齢者医

療被保険者の資格の得喪に関する届出等の受

付に関すること。

(12) 国民健康保険及び後期高齢者医療に関す

る申請等の受付及び被保険者証の交付に関す

ること。

(12) 国民健康保険及び後期高齢者医療に関す

る申請等の受付及び被保険者証の交付に関す

ること。

(13) 特別医療に関する申請等の受付及び受給

資格証の交付に関すること。

(13) 特別医療に関する申請等の受付及び受給

資格証の交付に関すること。

(14) 市税及び県民税の証明書の交付に関する

こと。

(14) 市税及び県民税の証明書の交付に関する

こと。

(15) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標

識交付に関すること。

(15) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標

識交付に関すること。

(16) 保健及び福祉に関する申請及び届出の受

付に関すること。

(16) 保健及び福祉に関する申請及び届出の受

付に関すること。

(17) 介護保険に関する申請の受付に関するこ

と。

(17) 介護保険に関する申請の受付に関するこ

と。

(18) 関金総合文化センターに関すること。 (18) 関金総合文化センターに関すること。

（生活産業部各課の分掌事務） （企画産業部各課の分掌事務）

第４条 生活産業部各課の分掌事務は、次のとおり

とする。

第４条 企画産業部各課の分掌事務は、次のとおり

とする。

企画課

(１) 部間及び部内の連絡調整並びに他の事務

部局との総合調整に関すること。

(２) 庁議に関すること。

(３) 総合計画に関すること。

(４) 政策等の立案に関すること。

(５) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(６) 市長会及び副市長会に関すること。

(７) 広報及び公聴に関すること。

(８) 市政記者室に関すること。

(９) 交通対策等の総合的推進に関すること。

(10) 地域の情報化に関すること。

(11) 広域行政に関すること。



(12) 辺地総合整備計画に関すること。

(13) 地方創生のための総合戦略に関するこ

と。

(14) 統計（他課の所管するものを除く。）に

関すること。

(15) その他市長の特命に関すること。

商工観光課

(１) 商工業の振興及び指導に関すること。

(２) 流通組織の指導及び育成に関すること。

(３) 中小企業の金融に関すること。

(４) 雇用対策及び労働福祉に関すること。

(５) 企業立地に関すること。

(６) 企業団地に関すること。

(７) 倉吉市関西事務所との連絡調整に関する

こと。

(８) 計量器に関すること。

(９) 鉱業に関すること。

(10) 観光の振興及び開発に関すること。

(11) 観光行事及び観光宣伝に関すること。

(12) 関金温泉の活性化に関すること。

(13) 中心市街地活性化の推進に関すること。

(14) ふるさと納税に関すること。

(15) まちかどステーションに関すること。

(16) 倉吉線鉄道記念館に関すること。

(17) せきがね湯命館に関すること。

(18) 関金都市交流センターに関すること。

(19) 関金生産物直売食材供給施設に関するこ

と。

(20) せきがね簡易宿泊施設に関すること。

(21) エキパル倉吉に関すること。

(22) 倉吉駅周辺駐車場に関すること。

市民課

(１) 部間及び部内の連絡調整に関すること。

(２) 戸籍及び人口動態に関すること。

(３) 住民基本台帳に関すること。

(４) 印鑑に関すること。

(５) 身分に関すること。

(６) 死産の届出に関すること。

(７) 埋火葬の許可及び埋火葬場の使用許可手

続に関すること。

(８) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(９) 個人の所得並びに市民税及び県民税の課

税に関する証明書の交付に関すること。

(10) 諸証明に関すること。（他課の所管する

ものを除く。）

(11) 旅券に関すること。

(12) 第２庁舎及び構内の管理並びに取締りに

関すること。

(13) 行政の情報化に関すること。

(14) 庁内ＬＡＮの運用管理に関すること。

(15) 電子計算組織の管理運営に関すること。



(16) エキパル倉吉行政サービスコーナーに関

すること。

税務課

(１) 市税及び県民税の賦課に関すること。

(２) 固定資産税の評価に関すること。

(３) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標

識交付に関すること。

(４) 市税及び県民税の徴収並びに整理に関す

ること。

(５) 滞納処分に関すること。

(６) 滞納債権の整理回収に関すること。

地域づくり支援課 地域づくり支援課

(１) 市民の市政に関する要望等の処理の総括

に関すること。

(１) 市民の市政に関する要望等の処理の総括

に関すること。

(２) 地域振興に関すること。 (２) 地域振興に関すること。

(３) 移住・定住に関すること。 (３) 移住・定住に関すること。

(４) 若者の定住化に関すること。 (４) 若者の定住化に関すること。

(５) 自治公民館に関すること。 (５) 自治公民館に関すること。

(６) 認可地縁団体に関すること。 (６) 認可地縁団体に関すること。

(７) 市民活動の支援に関すること。 (７) 市民活動の支援に関すること。

(８) 市民活動関係団体との連絡調整に関する

こと。

(８) 市民活動関係団体との連絡調整に関する

こと。

(９) 交通災害共済に関すること。 (９) 交通災害共済に関すること。

(10) 消費生活その他市民生活に関すること。 (10) 消費生活その他市民生活に関すること。

(11) 国際交流及び国内交流に関すること。 (11) 国際交流及び国内交流に関すること。

(12) 文化行政の企画、総合調整及び推進に関

すること。

(12) 文化行政の企画、総合調整及び推進に関

すること。

(13) 地域文化の振興に関すること。 (13) 地域文化の振興に関すること。

(14) 各種文化団体の育成援助に関すること。 (14) 各種文化団体の育成援助に関すること。

(15) スポーツコンベンションに関すること。

(16) ワールドマスターズゲームズに関するこ

と。

(17) 文化活動センターに関すること。 (15) 文化活動センターに関すること。

農林課

(１) 農業、畜産業、林業及び水産業の振興に

関すること。

(２) 農業振興地域整備計画に関すること。

(３) 農業及び林業の構造改善に関すること。

(４) 農産物の流通に関すること。

(５) 農林関係資金に関すること。

(６) 林野及び林業用施設の保全及び災害復旧

に関すること。

(７) 市行造林に関すること。

(８) 農業再生に関すること。

(９) 鳥獣保護及び狩猟の適正化に関するこ

と。

(10) 農林水産物の地産地消に関すること。

(11) 農林特産物の保護奨励に関すること。

(12) 土地改良事業に関すること。

(13) 農地及び農業用施設の災害復旧に関する

こと。



(14) 農業用水路、農道及び林道に関すること。

(15) グリーンツーリズムに関すること。

(16) 農村環境改善センターに関すること。

(17) 農村多目的集会施設に関すること。

(18) 農村広場に関すること。

(19) 山村集会所に関すること。

人権政策課 人権政策課

(１) 人権啓発に係る事業の推進に関するこ

と。

(１) 人権啓発に係る事業の推進に関するこ

と。

(２) 同和行政の総合調整及び推進に関するこ

と。

(２) 同和行政の総合調整及び推進に関するこ

と。

(３) 男女共同参画社会の形成の促進に関する

こと。

(３) 男女共同参画社会の形成の促進に関する

こと。

(４) あらゆる差別をなくするための人材育成

に関すること。

(４) あらゆる差別をなくするための人材育成

に関すること。

(５) いじめ問題検証委員会に関すること。 (５) いじめ問題検証委員会に関すること。

(６) 人権文化センターに関すること。 (６) 人権文化センターに関すること。

環境課 環境課

(１) 公害防止施策の総合的推進に関するこ

と。

(１) 公害防止施策の総合的推進に関するこ

と。

(２) 環境保全に関すること。 (２) 環境保全に関すること。

(３) 専用水道、簡易専用水道、小規模給水施

設及び用水施設に関すること。

(３) 専用水道、簡易専用水道、小規模給水施

設及び用水施設に関すること。

(４) 公衆浴場に関すること。 (４) 公衆浴場に関すること。

(５) 衛生害虫の駆除に関すること。 (５) 衛生害虫の駆除に関すること。

(６) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。 (６) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(７) 墓地、納骨堂及び火葬場に関すること。 (７) 墓地、納骨堂及び火葬場に関すること。

(８) 美化推進に関すること。 (８) 美化推進に関すること。

(９) 一般廃棄物の収集計画及び処理に関する

こと。

(９) 一般廃棄物の収集計画及び処理に関する

こと。

(10) し尿処理に関すること。 (10) し尿処理に関すること。

(11) 浄化槽に関すること。

(12) 清掃パトロールに関すること。 (11) 清掃パトロールに関すること。

(13) 家庭用排水路に関すること。 (12) 家庭用排水路に関すること。

(14) 一般下水路に関すること。 (13) 一般下水路に関すること。

(15) 化製場に関すること。 (14) 化製場に関すること。

(16) 環境マネジメントシステムに関するこ

と。

(15) 環境マネジメントシステムに関するこ

と。

(16) 簡易水道事業に関すること。

(17) 自然エネルギーに関すること。 (17) 自然エネルギーに関すること。

農林課

(１) 農業、畜産業、林業及び水産業の振興に

関すること。

(２) 農業振興地域整備計画に関すること。

(３) 農産物の流通に関すること。

(４) 農林関係資金に関すること。

(５) 森林環境整備及び市行造林に関するこ

と。

(６) 農業再生に関すること。

(７) 鳥獣保護及び管理並びに狩猟の適正化に



関すること。

(８) 農林水産物の地産地消に関すること。

(９) 農林特産物の保護奨励に関すること。

(10) 地籍調査に関すること。

(11) 農村環境改善センターに関すること。

(12) 農村多目的集会施設に関すること。

(13) 農村広場に関すること。

(14) 山村集会所に関すること。

商工観光課

(１) 商工業の振興及び指導に関すること。

(２) 流通組織の指導及び育成に関すること。

(３) 中小企業の金融に関すること。

(４) 雇用対策及び労働福祉に関すること。

(５) 企業立地に関すること。

(６) 企業団地に関すること。

(７) 倉吉市関西事務所との連絡調整に関する

こと。

(８) 計量器に関すること。

(９) 鉱業に関すること。

(10) 観光の振興及び開発に関すること。

(11) 観光行事及び観光宣伝に関すること。

(12) 関金温泉の活性化に関すること。

(13) 中心市街地活性化の推進に関すること。

(14) ふるさと納税に関すること。

(15) まちかどステーションに関すること。

(16) 倉吉線鉄道記念館に関すること。

(17) せきがね湯命館に関すること。

(18) 関金都市交流センターに関すること。

(19) 関金生産物直売食材供給施設に関するこ

と。

(20) せきがね簡易宿泊施設に関すること。

(21) エキパル倉吉に関すること。

(22) 倉吉駅周辺駐車場に関すること。

（健康福祉部各課の分掌事務） （健康福祉部各課の分掌事務）

第５条 健康福祉部各課の分掌事務は、次のとおり

とする。

第５条 健康福祉部各課の分掌事務は、次のとおり

とする。

福祉課 福祉課

(１) 部間及び部内の連絡調整に関すること。 (１) 部間及び部内の連絡調整に関すること。

(２) 生活保護に関すること。 (２) 生活保護に関すること。

(３) 生活困窮者の自立支援に関すること。 (３) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(４) 身体障がい者福祉に関すること。 (４) 身体障がい者福祉に関すること。

(５) 知的障がい者福祉に関すること。 (５) 知的障がい者福祉に関すること。

(６) 精神障がい者福祉に関すること。 (６) 精神障がい者福祉に関すること。

(７) 民生委員に関すること。 (７) 民生委員に関すること。

(８) 福祉事務所に関すること。 (８) 福祉事務所に関すること。

(９) 社会福祉法人に関すること。 (９) 社会福祉法人に関すること。

子ども家庭課 子ども家庭課

(１) 児童福祉に関すること。 (１) 児童福祉に関すること。

(２) 障がい児福祉に関すること。 (２) 障がい児福祉に関すること。

(３) ひとり親家庭及び寡婦の福祉に関するこ (３) 母子家庭、寡婦家庭及び父子家庭の福祉



と。 に関すること。

(４) 家庭児童相談に関すること。 (４) 家庭児童相談に関すること。

(５) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関

すること。

(５) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関

すること。

(６) 児童手当に関すること。 (６) 児童手当に関すること。

(７) 幼児教育に関すること。 (７) 幼児教育に関すること。

(８) 地域子育て支援センターに関すること。 (８) 地域子育て支援センターに関すること。

(９) 児童館及び児童集会所に関すること。 (９) 児童館及び児童集会所に関すること。

(10) 母子保健に関すること。

(11) 児童の予防接種に関すること。

保険年金課 保険年金課

(１) 国民健康保険に関すること。 (１) 国民健康保険に関すること。

(２) 特別医療費に関すること。 (２) 特別医療費の助成に関すること。

(３) 未熟児養育医療に関すること。

(３) 後期高齢者医療に関すること。 (４) 後期高齢者医療に関すること。

(４) 国民年金に関すること。 (５) 国民年金に関すること。

(５) 敬老年金に関すること。 (６) 敬老年金に関すること。

(７) 保健事業（健康推進課の所管に属するも

のを除く。）に関すること。

(８) 健康福祉部の所管に属する債権の整理及

び指導に関すること。

長寿社会課 長寿社会課

(１) 老人福祉に関すること。 (１) 老人福祉に関すること。

(２) 介護保険に関すること。 (２) 介護保険に関すること。

(３) 高齢者福祉の総合計画及び調整に関する

こと。

(３) 高齢者福祉の総合計画及び調整に関する

こと。

(４) 高齢者の相談及び指導等に関すること。 (４) 高齢者の相談及び指導等に関すること。

(５) 地域包括支援センターに関すること。 (５) 地域包括支援センターに関すること。

(６) 高齢者生活福祉センター及び老人憩の家

に関すること。

(６) 高齢者生活福祉センター及び老人憩の家

に関すること。

(７) 伯耆しあわせの郷に関すること。 (７) 伯耆しあわせの郷に関すること。

(８) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な

実施に係る企画・調整等に関すること。

健康推進課 健康推進課

(１) 保健衛生の企画及び調整に関すること。 (１) 保健事業の総合企画調整に関すること。

(２) 健康診査・保健指導その他の保健事業に

関すること（他課の所管に属するものを除

く。）。

(２) 健康相談、健康教育、健康診査その他保

健衛生指導に関すること。

(３) 妊娠の届出及び母子健康手帳の交付に関

すること。

(３) 市民の健康づくりに関すること。

(４) 高齢者の予防接種に関すること。 (４) 予防接種に関すること。

(５) 感染症の予防及び防疫に関すること。 (５) 感染症の予防及び防疫に関すること。

(６) 献血推進に関すること。

(７) その他市民の健康づくりに関すること。

(６) 保健センターに関すること。

（建設部各課の分掌事務） （建設部各課の分掌事務）

第６条 建設部各課の分掌事務は、次のとおりとす

る。

第６条 建設部各課の分掌事務は、次のとおりとす

る。

管理計画課 管理計画課



(１) 部間及び部内の連絡調整に関すること。 (１) 部間及び部内の連絡調整に関すること。

(２) 道路、橋梁、河川及び水路の管理に関す

ること。

(２) 道路、橋梁、河川及び水路の管理に関す

ること。

(３) 法定外公共物に関すること。 (３) 法定外公共物に関すること。

(４) 市道の認定に関すること。 (４) 市道の認定に関すること。

(５) 準用河川の認定に関すること。 (５) 準用河川の認定に関すること。

(６) 登記に関すること。 (６) 登記に関すること。

(７) 交通規制に関すること。 (７) 交通規制に関すること。

(８) 建設工事及び測量等業務に係る入札参加

資格に関すること。

(８) 建設工事及び測量等業務に係る入札参加

資格に関すること。

(９) 建設工事及び測量等業務に係る入札及び

契約に関すること。

(９) 建設工事及び測量等業務に係る入札及び

契約に関すること。

(10) 土地利用規制に関すること。 (10) 土地利用規制に関すること。

(11) 都市計画に関すること。 (11) 都市計画に関すること。

(12) 土地区画整理に関すること。 (12) 土地区画整理に関すること。

(13) 屋外広告物に関すること。 (13) 屋外広告物に関すること。

(14) 景観法に関すること。 (14) 景観法に関すること。

(15) 公園及び緑地（体育施設及び関金地域の

公園を除く。）に関すること。

(15) 公園及び緑地（体育施設及び関金地域の

公園を除く。）に関すること。

(16) 換地清算金の賦課及び徴収に関するこ

と。

(16) 換地清算金の賦課及び徴収に関するこ

と。

建設課 建設課

(１) 道路、橋梁、河川及び水路の新設、改良

及び維持管理に関すること。

(１) 道路、橋梁、河川及び水路の新設、改良

及び維持管理に関すること。

(２) 公共土木施設の災害復旧に関すること。 (２) 公共土木施設の災害復旧に関すること。

(３) 用地取得、補償に関すること。 (３) 用地取得、補償及び登記に関すること。

(４) 降雨時の樋門管理に関すること。 (４) 降雨時の樋門管理に関すること。

(５) 交通安全施設に関すること。 (５) 交通安全施設に関すること。

(６) 土砂災害等危険防止に関すること。

(６) 街路灯等に関すること。 (７) 街路灯等に関すること。

(７) 道路の除雪に関すること。 (８) 道路の除雪に関すること。

下水道課

(１) 下水道の調査及び計画に関すること。

(２) 下水道事業の施行に関すること。

(３) 下水道施設の維持管理に関すること。

(４) 下水の水質管理に関すること。

(５) 排水設備及び除害施設に関すること。

(６) 受益者負担金及び使用料の賦課及び徴収

に関すること。

(７) 合併処理浄化槽に関すること。

(８) 農業・林業集落排水事業及び集落排水施

設に関すること。

地域整備課

(１) 土地改良事業に関すること。

(２) 農地及び農業用施設の災害復旧に関する

こと。

(３) 林道の保全及び災害復旧に関すること。

(４) 治山及び土砂災害等危険防止に関するこ

と。

建築住宅課 建築住宅課

(１) 建築に関すること。 (１) 建築に関すること。



(２) 公営住宅に関すること。 (２) 公営住宅に関すること。

(３) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第４

条第２項の規定による特定行政庁として処理

すべき事務に関すること。

(３) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第４

条第２項の規定による特定行政庁として処理

すべき事務に関すること。

(４) 住宅金融支援機構受託業務に関するこ

と。

(４) 住宅金融支援機構受託業務に関するこ

と。

(５) 市有施設の営繕に関すること。 (５) 市有施設の営繕に関すること。

（関西事務所） （関西事務所）

第７条 生活産業部の所管に属する分課機関として

関西事務所を次のとおり置く。

第７条 企画産業部の所管に属する分課機関として

関西事務所を次のとおり置く。

名称 位置 名称 位置

倉吉市関西事務

所

大阪市（鳥取県関西本部

内）

倉吉市関西事務

所

大阪市（鳥取県関西本部

内）

２ 関西事務所の分掌事務は、次のとおりとする。 ２ 関西事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

(１) 企業誘致に関すること。 (１) 企業誘致に関すること。

(２) 観光の情報発信に関すること。 (２) 観光の情報発信に関すること。

(３) 農産物の販路拡大に関すること。 (３) 農産物の販路拡大に関すること。

(４) 定住促進等に関すること。 (４) 定住促進等に関すること。

（職制） （職制）

第８条 部及び課にそれぞれの長を置く。 第８条 部及び課にそれぞれの長を置く。

２ 課に主管事務を担当する課長補佐、室長又は係

長（以下「主管担当」という。）を置く。

２ 課に主管事務を担当する課長補佐、局長補佐、

室長、企画員又は係長（以下「主管担当」という。）

を置く。

３ 総務部に防災調整監及び検査専門員を置く。

４ 財政課に主計員を、企画課に企画員を置く。 ３ 財政課に主計員を、企画課に企画員を置く。

５ 特に必要があると認めるときは、部に参事又は

次長を、課に主査、所長補佐、企画員、査察指導

員、主幹、主任、主任技師、主任児童指導員、主

任保健師、主任看護師、主任栄養士又は主任社会

福祉主事を置くことができる。

４ 特に必要があると認めるときは、部に参事又は

次長を、課に主査、所長補佐、企画員、査察指導

員、主幹、主任、主任技師、主任児童指導員、主

任保健師、主任看護師、主任栄養士又は主任社会

福祉主事を置くことができる。

（職務） （職務）

第９条 部長は、上司の命を受け、所属職員を指揮

監督し、主管事務を執行する。

第９条 部長は、上司の命を受け、所属職員を指揮

監督し、主管事務を執行する。

２ 参事は、上司の命を受け、重要事項についての

企画に参画し、関係事務を総括整理する。

２ 参事は、上司の命を受け、重要事項についての

企画に参画し、関係事務を総括整理する。

３ 次長は、上司の命を受け、部の事務に従事する

とともに部長を補佐し、部長事故あるときはその

職務を代行する。

３ 次長は、上司の命を受け、部の事務に従事する

とともに部長を補佐し、部長事故あるときはその

職務を代行する。

４ 防災調整監は、上司の命を受け、危機管理体制

を総括し、調整する事務の執行に当たる。

４ 防災調整監は、上司の命を受け、危機管理体制

を総括し、調整する事務の執行に当たる。

５ 課長、所長及び局長（以下「課長」という。）

は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、主

管事務の執行に当たる。

５ 課長、所長及び局長（以下「課長」という。）

は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、主

管事務の執行に当たる。

６ 主査は、上司の命を受け、課の特定業務を掌理

し、主管事務を担当するとともに課長を補佐し、

課長に事故あるときは、その職務を代行する。

６ 主査は、上司の命を受け、課の特定業務を掌理

し、主管事務を担当するとともに課長を補佐し、

課長に事故あるときは、その職務を代行する。

７ 課長補佐、所長補佐、局長補佐及び室長（以下

「課長補佐」という。）は、上司の命を受け、主

７ 課長補佐、所長補佐、局長補佐及び室長（以下

「課長補佐」という。）は、上司の命を受け、主



（会計管理者の補助組織設置規則の一部改正）

第２条 会計管理者の補助組織設置規則（昭和52年倉吉市規則第27号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中項及び号の細目の表示に下線が引かれた項及び号の細目（以下「移動項等」と

いう。）に対応する同表の改正後の欄中項及び号の細目の表示に下線が引かれた項及び号の細目（以下

「移動後項等」という。）が存在する場合には、当該移動項等を当該移動後項等とし、移動項等に対応

する移動後項等が存在しない場合には、当該移動項等を削る。

管事務を担当するとともに課長を補佐し、主査を

置かない課にあっては課長に事故あるときは、そ

の職務を代行する。ただし、課長補佐が２人以上

あるときは、あらかじめ課長が定めた順序でその

職務を代行する。

管事務を担当するとともに課長を補佐し、主査を

置かない課にあっては課長に事故あるときは、そ

の職務を代行する。ただし、課長補佐が２人以上

あるときは、あらかじめ課長が定めた順序でその

職務を代行する。

８ 検査専門員は、上司の命を受け、工事の検査に

関する事務を担当する。

９ 企画員は、上司の命を受け、重要事項について

調査し、企画及び連絡調整に関する事務を担当す

るとともに分担事務に従事する職員を指揮監督

し、その処理に当たる。

８ 企画員は、上司の命を受け、重要事項について

調査し、企画及び連絡調整に関する事務を担当す

るとともに分担事務に従事する職員を指揮監督

し、その処理に当たる。

10 主計員は、上司の命を受け、予算の編成及び執

行管理に関する事務を担当する。

９ 主計員は、上司の命を受け、予算の編成及び執

行管理に関する事務を担当する。

11 係長は、上司の命を受け、主管事務を担当し、

分担事務に従事する職員を指揮監督し、その処理

に当たる。

10 係長は、上司の命を受け、主管事務を担当し、

分担事務に従事する職員を指揮監督し、その処理

に当たる。

12 主幹は、上司の命を受け、特定業務を担当し、

分担事務に従事する職員を指揮監督し、その処理

に当たる。

11 主幹は、上司の命を受け、特定業務を担当し、

分担事務に従事する職員を指揮監督し、その処理

に当たる。

13 主任、主任技師、主任児童指導員、主任保健師、

主任看護師、主任栄養士及び主任社会福祉主事は、

上司を助け、その命を受けて分担事務に従事する。

12 主任、主任技師、主任児童指導員、主任保健師、

主任看護師、主任栄養士及び主任社会福祉主事は、

上司を助け、その命を受けて分担事務に従事する。

14 前各項に定める職員以外の職員は、上司の指揮

監督を受け、その職務上の命令に従い分担事務に

従事する。

13 前各項に定める職員以外の職員は、上司の指揮

監督を受け、その職務上の命令に従い分担事務に

従事する。

改正後 改正前

（分掌事務） （分掌事務）

第３条 課が分掌する事務は、次の各号に掲げる事

務の区分に応じて、当該各号に定めるものとする。

第３条 課が分掌する事務は、次の各号に掲げる事

務の区分に応じて、当該各号に定めるものとする。

(１) 略 (１) 略

(２) 市長の権限に属する事務 次のアからオま

でに掲げるもの

(２) 市長の権限に属する事務 次のアからキま

でに掲げるもの

ア～オ 略 ア～オ 略

カ 当初の請負代金の額が100万円を超え、又は

工事の完成若しくは請負契約の解除があった

ときの請負代金の額が130万円を超える工事

その他課長（次条第１項に規定する課長をい

う。）が必要と認めるものの検査に関するこ

と。

キ 工事成績の評定及び成績の決定に関するこ

と。



（倉吉市上席職員規則の一部改正）

第３条 倉吉市上席職員規則（昭和39年倉吉市規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

（倉吉市水道局に対する補助執行に関する規則の一部改正）

第４条 倉吉市水道局に対する補助執行に関する規則（平成24年倉吉市規則第12号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「削除号」という。）を削り、同表の改正

後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「追加項等」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（削除号を除く。以下この条において「改正部分」という。）

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示並びに追加項等を除く。以下この

条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改

正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。

（職制） （職制）

第４条 略 第４条 略

２ 課に工事の検査を処理させるため、検査専門員

を置く。

２ 略 ３ 略

（職務） （職務）

第５条 略 第５条 略

２ 略 ２ 略

３ 検査専門員は、上司の命を受け、工事の検査に

関する事務を担当する。

３ 略 ４ 略

４ 略 ５ 略

５ 略 ６ 略

改正後 改正前

（上席職員） （上席職員）

第２条 市長の職務を代理する上席の職員は、次の

順位によるものとする。

第２条 市長の職務を代理する上席の職員は、次の

順位によるものとする。

(１) 略 (１) 略

(２) 生活産業部長 (２) 企画産業部長

改正後 改正前

上下水道局に対する補助執行に関する規則 倉吉市水道局に対する補助執行に関する規則

（趣旨） （趣旨）

第１条 この規則は、上下水道局の職員（以下「上

下水道局職員」という。）に市長の権限に属する

事務を補助執行させ、又は当該事務について専決

できる事項を定めるものとする。

第１条 この規則は、倉吉市水道局の職員（以下「水

道局職員」という。）に市長の権限に属する事務

のうち、簡易水道事業及び下水道事業（集落排水

事業を含む。以下同じ。）の事務を補助執行させ、

又は当該事務について専決できる事項を定めるも



（倉吉市公印規則の一部改正）

第５条 倉吉市公印規則（昭和35年倉吉市規則第12号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する

同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場

合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、

当該改正後部分を加える。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正表」という。）に対応す

る同表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正後表」という。）が存在す

る場合には、当該改正表を当該改正後表に改め、改正表に対応する改正後表が存在しない場合には、当

該改正表を削る。

のとする。

（予算の補助執行等） （予算の補助執行等）

第２条 上下水道局職員は、市長の権限に属する事

務のうち、次に掲げる事項について補助執行を行

う。

第２条 水道局職員は、市長の権限に属する事務の

うち、次に掲げる事項について補助執行を行う。

(１) 簡易水道事業の運営に関すること。

(２) 簡易水道事業に係る契約の締結、予算の執

行その他財務に属する事務に関すること。

(３) 水道水の使用に係る排除汚水量の認定に関

すること。

(４) 倉吉市公共下水道条例（昭和53年倉吉市条

例第18号）、倉吉市農業集落排水施設の設置及

び管理に関する条例（平成３年倉吉市条例第15

号）及び倉吉市林業集落排水施設の設置及び管

理に関する条例（平成17年倉吉市条例第54号）

に規定する使用料（以下「下水道使用料」とい

う。）の算定に関すること。

(５) 下水道使用料の納入通知に関すること。

(６) 下水道使用料の督促に関すること。

(７) 下水道事業に係る施設の使用者又は総代人

の異動に関すること。

(８) 第２号から前号までに掲げる事務に附帯す

る事務に関すること。

(１) 水道事業会計及び下水道事業会計への負担

金、補助金及び出資金の繰出しに関すること。

(２) 倉吉市集落排水事業推進基金の積立て及び

処分に関すること。

２ 前項各号に掲げる事務の財務に関する取扱いに

ついては、倉吉市財務規則（平成12年倉吉市規則

第30号）の例による。この場合において、同規則

中「主管部長」とあるのは「上下水道局の局長」

と、「主管課長」とあるのは「上下水道局の課長」

と読み替えるものとする。

改正後 改正前

（電子公印） （電子公印）

第８条 略 第８条 略



２ 電子公印を記録するときは、あらかじめ、総務

課長及び市民課長に合議して総務部長の決裁を受

けなければならない。

２ 電子公印を記録するときは、あらかじめ、総務

課長に合議して総務部長の決裁を受けなければな

らない。

３及び４ 略 ３及び４ 略

５ 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに

電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務

課長及び市民課長に報告しなければならない。

５ 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに

電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務

課長に報告しなければならない。

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

公印の

名称
形式

書

体

寸法

（ミリ

メート

ル）

使用

区分

個

数

管守

主管

公印の

名称
形式

書

体

寸法

（ミリ

メート

ル）

使用

区分

個

数

管守

主管

略 略

区画整

理証明

専用倉

吉市長

の印

古

印

体

方21 土地

区画

整理

証明

事務

１ 管理

計画

課

区画整

理証明

専用倉

吉市長

の印

古

印

体

方21 土地

区画

整理

証明

事務

１ 管理

計画

課

下水道

証明専

用倉吉

市長の

印

古

印

体

方21 下水

道証

明事

務

１ 下水

道課

略 略

別表第５（第６条関係） 別表第５（第６条関係）

公印の

名称
形式

書

体

寸法

（ミリ

メート

ル）

個

数
管守主管

公印の

名称
形式

書

体

寸法

（ミリ

メート

ル）

個

数
管守主管

倉吉市

出納員

の印

古

印

体

方18 １ 総務課 倉吉市

出納員

の印

古

印

体

方18 １ 総務課

１ 企画課 １ 防災安全課

１ 防災安全課 １ 財政課

１ 財政課 １ 税務課

１ 関金支所 １ 市民課

１ 市民課 １ 関金支所

１ 税務課 １ 企画課

１ 地域づくり

支援課

１ 商工観光課

１ 人権政策課 １ 地域づくり

支援課

１ 環境課 １ 農林課

１ 農林課 １ 人権政策課

１ 商工観光課 １ 環境課

１ 福祉課 １ 福祉課



（倉吉市職員の退職管理に関する規則の一部改正）

第６条 倉吉市職員の退職管理に関する規則（平成28年倉吉市規則第24号）の一部を次のように改正する。

１ 子ども家庭

課

１ 子ども家庭

課

１ 保険年金課 １ 保険年金課

１ 長寿社会課 １ 長寿社会課

１ 健康推進課 １ 保健センタ

ー

１ 管理計画課 １ 管理計画課

１ 建設課 １ 建設課

１ 下水道課

略 略

１ 会計課 １ 会計課

１ 水道局業務

課

１ 水道局工務

課

略 略

１ 倉吉博物館 １ 倉吉博物館

れ

い

書

円形径

20

１ 関金支所

倉吉市

分任出

納員の

印

古

印

体

方15 略 倉吉市

分任出

納員の

印

古

印

体

方15 略

１ 健康推進課 １ 保健センタ

ー

略 略

１ 管理計画課 １ 管理計画課

１ 下水道課

１ 建築住宅課 １ 建築住宅課

１ 水道局業務

課

１ 水道局工務

課

略 略

略 略

倉吉市

現金取

扱員の

印

倉吉市

現金取

扱員の

印

れ

い

書

円形径

25

１ 防災安全課

れ

い

書

円形径

20

７ 子ども家庭

課

れ

い

書

円形径

20

７ 子ども家庭

課



次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する

同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場

合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、

当該改正後部分を加える。

（倉吉市財務規則の一部改正）

第７条 倉吉市財務規則（平成12年倉吉市規則第30号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という。）に対応する同表の改正後

の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正後表」という。）が存在する場合には、当該改正表を当該

改正後表に改め、改正表に対応する改正後表が存在しない場合には、当該改正表を削る。

改正後 改正前

（内部組織の長に準ずる職） （内部組織の長に準ずる職）

第４条 法第38条の２第４項及び法第60条第５号の

地方自治法第158条第１項に規定する普通地方公

共団体の長の直近下位の内部組織の長の職又はこ

れに準ずる職であって規則で定めるものは、職員

の職務の級の分類に関する規則（昭和51年倉吉市

規則第28号）別表及び倉吉市上下水道局職員の給

与に関する規程（昭和43年倉吉市水道事業管理規

程第１号）別表第１（以下「行政職給料表級別職

務分類表等」という。）の８級に該当する職とす

る。

第４条 法第38条の２第４項及び法第60条第５号の

地方自治法第158条第１項に規定する普通地方公

共団体の長の直近下位の内部組織の長の職又はこ

れに準ずる職であって規則で定めるものは、職員

の職務の級の分類に関する規則（昭和51年倉吉市

規則第28号）別表及び倉吉市水道局職員の給与に

関する規程（昭和43年倉吉市水道事業管理規程第

１号）別表第１（以下「行政職給料表級別職務分

類表等」という。）の８級に該当する職とする。

（部長又は課長に相当する職） （部長又は課長に相当する職）

第11条 条例第２条及び法第60条第７号の国家行政

組織法（昭和23年法律第120号）第21条第１項に規

定する部長又は課長の職に相当する職として規則

で定めるものは、行政職給料表級別職務分類表等

の７級及び６級に該当する職とする。

第11条 条例第２条及び法第60条第７号の国家行政

組織法第21条第１項に規定する部長又は課長の職

に相当する職として規則で定めるものは、行政職

給料表級別職務分類表等の７級及び６級に該当す

る職とする。

改正後 改正前

別表第１（第４条関係）出納員に委任させる事務 別表第１（第４条関係）出納員に委任させる事務

区分 委任事務 区分 委任事務

略 略

企画課 １ 物品売払収入の収納に関す

る事務

２ 広告料の収納に関する事務

財政課 １ 財産収入の収納に関する事

務

財政課 １ 財産収入の収納に関する事

務

税務課 １ 市税等徴収金及び滞納処分

金の収納に関する事務

２ 差押物件の出納保管に関す

る事務

３ 歳入金（債権の所管課から滞

納債権の整理回収を理由に移

管を受けたものに限る。）の収

納に関する事務

関金支所 １ 市税等徴収金の収納に関す 市民課 １ 一般廃棄物処理手数料の収



る事務

２ 保育所における保育に係る

徴収金の収納に関する事務

３ 国民健康保険料徴収金、国民

健康保険税徴収金及び後期高

齢者医療保険料徴収金の収納

に関する事務

４ 老人保護措置費負担金の収

納に関する事務

５ 介護保険料徴収金の収納に

関する事務

納に関する事務

市民課 １ 一般廃棄物処理手数料の収

納に関する事務

関金支所 １ 市税等徴収金の収納に関す

る事務

２ 保育所における保育に係る

徴収金の収納に関する事務

３ 国民健康保険料徴収金、国民

健康保険税徴収金及び後期高

齢者医療保険料徴収金の収納

に関する事務

４ 老人保護措置費負担金の収

納に関する事務

５ 介護保険料徴収金の収納に

関する事務

税務課 １ 市税等徴収金及び滞納処分

金の収納に関する事務

２ 差押物件の出納保管に関す

る事務

３ 歳入金（債権の所管課から滞

納債権の整理回収を理由に移

管を受けたものに限る。）の収

納に関する事務

企画課 １ 物品売払収入の収納に関す

る事務

２ 広告料の収納に関する事務

人権政策

課

１ 住宅資金の償還金、利子及び

違約金の収納に関する事務

２ 所管に係る受講料その他の

歳入金の収納に関する事務

商工観光

課

１ 所管に係る受講料その他の

歳入金の収納に関する事務

環境課 １ 環境美化促進地区における

ポイ捨て又は飼い犬等のふん

の放置に係る過料の収納に関

する事務

２ 物品売払収入の収納に関す

る事務

３ 用水施設等に係る分担金等

の収納に関する事務

人権政策

課

１ 住宅資金の償還金、利子及び

違約金の収納に関する事務

２ 所管に係る受講料その他の

歳入金の収納に関する事務

商工観光

課

１ 所管に係る受講料その他の

歳入金の収納に関する事務

環境課 １ 環境美化促進地区における

ポイ捨て又は飼い犬等のふん

の放置に係る過料の収納に関

する事務

２ 物品売払収入の収納に関す

る事務

３ 用水施設等に係る分担金等



の収納に関する事務

福祉課 略 福祉課 略

子ども家

庭課

１～５ 略

６ 未熟児養育医療の実施に係

る徴収金の収納に関する事務

子ども家

庭課

１～５ 略

保険年金

課

１～３ 略 保険年金

課

１～３ 略

４ 未熟児養育医療の実施に係

る徴収金の収納に関する事務

略 略

別表第２（第４条関係）分任出納員に委任させる事

務

別表第２（第４条関係）分任出納員に委任させる事

務

区分 委任事務 区分 委任事務

企画課 １ 広告料の収納に関する事務 財政課 １ 駐車料金の収納に関する事

務

２ 財産収入の収納に関する事

務

３ 所管に係る寄附金の収納に

関する事務

財政課 １ 駐車料金の収納に関する事

務

２ 財産収入の収納に関する事

務

３ 所管に係る寄附金の収納に

関する事務

税務課 １ 市税等徴収金及び滞納処分

金の収納に関する事務

２ 歳入金（債権の所管課から滞

納債権の整理回収を理由に移

管を受けたものに限る。）の収

納に関する事務

税務課 １ 市税等徴収金及び滞納処分

金の収納に関する事務

２ 歳入金（債権の所管課から滞

納債権の整理回収を理由に移

管を受けたものに限る。）の収

納に関する事務

企画課 １ 広告料の収納に関する事務

人権政策

課

１ 住宅資金の償還金、利子及び

違約金の収納に関する事務

商工観光

課

１ 所管に係る寄附金の収納に

関する事務

人権文化

センター

１ 人権文化センター使用料の

収納に関する事務

人権政策

課

１ 住宅資金の償還金、利子及び

違約金の収納に関する事務

環境課 １ 環境美化促進地区における

ポイ捨て又は飼い犬等のふん

の放置に係る過料の収納に関

する事務

２ 用水施設等に係る分担金等

の収納に関する事務

人権文化

センター

１ 人権文化センター使用料の

収納に関する事務

商工観光

課

１ 所管に係る寄附金の収納に

関する事務

環境課 １ 環境美化促進地区における

ポイ捨て又は飼い犬等のふん

の放置に係る過料の収納に関

する事務

２ 用水施設等に係る分担金等

の収納に関する事務

福祉課 略 福祉課 略

子ども家

庭課

１～５ 略

６ 未熟児養育医療の実施に係

子ども家

庭課

１～５ 略



（倉吉市の緑を守り育てる条例施行規則の一部改正）

第８条 倉吉市の緑を守り育てる条例施行規則（昭和60年倉吉市規則第３号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

（倉吉市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則の一部改正）

第９条 倉吉市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則（平成28年倉吉市規則第38号）の一部を

次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正

部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

（地方公営企業法第39条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の一部改正）

第10条 地方公営企業法第39条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規則（平成17年倉吉市規則

る徴収金の収納に関する事務

保険年金

課

１及び２ 略 保険年金

課

１及び２ 略

３ 未熟児養育医療の実施に係

る徴収金の収納に関する事務

略 略

別表第３（第４条関係）現金取扱員に委任させる事

務

別表第３（第４条関係）現金取扱員に委任させる事

務

区分 委任事務 区分 委任事務

防災安全

課

１ 防災センター使用料の収納

に関する事務

子ども家

庭課

１ 放課後児童クラブ利用料等

の収納に関する事務

子ども家

庭課

１ 放課後児童クラブ利用料等

の収納に関する事務

改正後 改正前

（事務の処理） （事務の処理）

第10条 審議会の事務は、生活産業部で処理する。 第10条 審議会の事務は、企画産業部で処理する。

改正後 改正前

（編成） （編成）

第７条 略 第７条 略

２ 略 ２ 略

３ 隊長は、生活産業部農林課長をもって充て、市

長の指揮監督のもと、農林水産業関係機関及び近

隣市町村と緊密な連携を図りながら実施隊を統括

する。

３ 隊長は、企画産業部農林課長をもって充て、市

長の指揮監督のもと、農林水産業関係機関及び近

隣市町村と緊密な連携を図りながら実施隊を統括

する。

４ 略 ４ 略

（庶務） （庶務）

第９条 実施隊の庶務は、生活産業部において処理

する。

第９条 実施隊の庶務は、企画産業部農林課におい

て処理する。



第58号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の

欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改

正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

改正後 改正前

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第39条第

２項の規定に基づき、市長が定める職は、上下水道

局に勤務する職員のうち、次のとおりとする。

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第39条第

２項の規定に基づき、市長が定める職は、水道局に

勤務する職員のうち、次のとおりとする。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 課長及び主査 (３) 課長

(４) 係長（業務課経営係長に限る。） (４) 課長補佐及び係長(人事、給与、予算、庁中

取締又は法規に関する事務を担当する者に限

る。)


