
行政機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布する。

令和２年３月30日

倉吉市長 石田 耕太郎

倉吉市条例第６号

行政機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例

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「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。

（倉吉市事務分掌条例の一部改正）

第１条 倉吉市事務分掌条例（昭和47年倉吉市条例第28号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

（組織） （組織）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条

第１項の規定に基づき、本市に次の部を置く。

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条

第１項の規定に基づき、本市に次の部を置く。

総務部 総務部

生活産業部 企画産業部

健康福祉部 健康福祉部

建設部 建設部

（事務分掌） （事務分掌）

第２条 各部の事務分掌は、おおむね次のとおりと

する。

第２条 各部の事務分掌は、おおむね次のとおりと

する。

総務部 総務部

(１) 議会及び行政一般に関する事項 (１) 議会及び行政一般に関する事項

(２) 条例、規則及び公告式に関する事項 (２) 条例、規則及び公告式に関する事項

(３) 工事の検査に関する事項

(４) 市政の総合企画及び連絡調整に関する事

項

(５) 秘書及び渉外に関する事項

(６) 広報及び公聴に関する事項

(７) 情報化推進に関する事項

(８) 統計に関する事項

(９) 広域行政に関する事項

(10) 交通対策に関する事項

(11) 市長の特命に関する事項

(12) 交通安全、防犯及び消防防災に関する事

項

(13) 職員の任免、服務、給与及び身分等に関

する事項

(３) 職員の任免、服務、給与及び身分等に関

する事項

(14) 予算その他財政に関する事項 (４) 予算その他財政に関する事項

(５) 市税の賦課及び徴収に関する事項

(15) 支所に関する事項 (６) 支所に関する事項

(７) 電子計算機情報管理に関する事項

(８) 交通安全、防犯及び消防防災に関する事



項

(９) 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

(16) その他他部局の主管に属しない事項 (10) その他他部局の主管に属しない事項

生活産業部 企画産業部

(１) 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

(２) 電子計算機情報管理に関する事項

(３) 市税の賦課及び徴収に関する事項

(１) 市政の総合企画及び連絡調整に関する事

項

(２) 秘書及び渉外に関する事項

(３) 広報及び公聴に関する事項

(４) 情報化推進に関する事項

(５) 統計に関する事項

(６) 広域行政に関する事項

(７) 交通対策に関する事項

(４) 商業及び工業に関する事項

(５) 雇用対策に関する事項

(６) 企業誘致に関する事項

(７) 観光に関する事項

(８) 地域振興に関する事項 (８) 地域振興に関する事項

(９) 移住・定住に関する事項 (９) 移住・定住に関する事項

(10) 若者の定住化に関する事項 (10) 若者の定住化に関する事項

(11) 消費生活その他市民生活に関する事項 (11) 消費生活その他市民生活に関する事項

(12) 観光に関する事項

(12) 国際交流及び国内交流に関する事項 (13) 国際交流及び国内交流に関する事項

(13) 文化行政に関する事項 (14) 文化行政に関する事項

(14) 農業、林業及び水産業に関する事項

(15) 同和対策に関する事項 (15) 同和対策に関する事項

(16) 人権啓発に関する事項 (16) 人権啓発に関する事項

(17) その他市長の特命に関する事項

(18) 農業、林業及び水産業に関する事項

(19) 商業及び工業に関する事項

(20) 雇用対策に関する事項

(21) 企業誘致に関する事項

(17) 環境政策に関する事項 (22) 環境政策に関する事項

(18) 環境衛生に関する事項 (23) 環境衛生に関する事項

健康福祉部 健康福祉部

(１) 社会福祉に関する事項 (１) 社会福祉に関する事項

(２) 保健衛生に関する事項 (２) 保健衛生に関する事項

(３) 介護保険に関する事項 (３) 介護保険に関する事項

(４) 国民健康保険に関する事項 (４) 国民健康保険に関する事項

(５) 国民年金に関する事項 (５) 国民年金に関する事項

(６) 子育て支援に関する事項 (６) 子育て支援に関する事項

(７) 健康づくりに関する事項 (７) 健康づくりに関する事項

建設部 建設部

(１) 都市計画に関する事項 (１) 都市計画に関する事項

(２) 公共用地及び公園に関する事項 (２) 公共用地及び公園に関する事項

(３) 土地区画整理に関する事項

(４) 道路及び河川に関する事項

(５) 住宅及び建築に関する事項 (３) 住宅及び建築に関する事項



（倉吉市職員定数条例の一部改正）

第２条 倉吉市職員定数条例（昭和28年倉吉市条例第28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。）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。

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

第３条 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和31年倉吉市条例第５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を削る。

（倉吉市交通対策審議会条例の一部改正）

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。

(４) 道路及び河川に関する事項

(５) 下水道に関する事項

(６) 土地区画整理に関する事項

(６) 農地及び農業用施設に関する事項

(７) 林道及び治山に関する事項

改正後 改正前

第１条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙

管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会

及び教育委員会の事務部局並びに上下水道局にお

いて常時勤務を要する職を占める一般職の職員

（臨時的に任用された職員を除く。）をいう。

第１条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙

管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会

及び教育委員会の事務部局並びに公営企業におい

て常時勤務を要する職を占める一般職の職員（臨

時的に任用された職員を除く。）をいう。

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(１) 市長の事務部局の職員 350人 (１) 市長の事務部局の職員 363人

(２)～(７) 略 (２)～(７) 略

(８) 上下水道局の職員 47人 (８) 水道事業の職員 34人

第３条 第２条に掲げる職員の当該事務部局内の配

分は、それぞれその任命権者が定める。

第３条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分

は、それぞれその任命権者が定める。

改正後 改正前

（特殊現場作業手当） （特殊現場作業手当）

第12条 特殊現場作業手当は、次に掲げる場合に支

給する。

第12条 特殊現場作業手当は、次に掲げる場合に支

給する。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 職員が下水道管内の点検及び検査をしたと

き。

２ 略 ２ 略

第４条 倉吉市交通対策審議会条例（昭和56年倉吉市条例第13号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

（庶務） （庶務）

第９条 審議会の庶務は、総務部において処理す

る。

第９条 審議会の庶務は、企画産業部において処理

する。



（倉吉市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例の一部改正）

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。

（倉吉市環境審議会条例の一部改正）

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。

（倉吉市あらゆる差別をなくする審議会条例の一部改正）

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。

（倉吉市人権文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正）

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。

第５条 倉吉市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例（平成５年倉吉市条例第33号）の一部を次のように

改正する。

改正後 改正前

（庶務） （庶務）

第13条 審議会の庶務は、生活産業部において処理

する。

第13条 審議会の庶務は、企画産業部において処理

する。

第６条 倉吉市環境審議会条例（平成６年倉吉市条例第24号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

（庶務） （庶務）

第８条 審議会の庶務は、生活産業部において処理

する。

第８条 審議会の庶務は、企画産業部において処理

する。

第７条 倉吉市あらゆる差別をなくする審議会条例（昭和57年倉吉市条例第19号）の一部を次のように改

正する。

改正後 改正前

（庶務） （庶務）

第８条 審議会の庶務は、生活産業部において処理

する。

第８条 審議会の庶務は、企画産業部において処理

する。

第８条 倉吉市人権文化センターの設置及び管理に関する条例（昭和54年倉吉市条例第12号）の一部を次

のように改正する。

改正後 改正前

（協議会） （協議会）

第11条 略

２～10 略

第11条 略

２～10 略

11 協議会の庶務は、生活産業部において処理す

る。

11 協議会の庶務は、企画産業部において処理す

る。

12 略 12 略



（倉吉市商工観光対策協議会条例の一部改正）

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。

（倉吉市農林振興協議会条例の一部改正）

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。

（倉吉市防災会議条例の一部改正）

第11条 倉吉市防災会議条例（昭和42年倉吉市条例第32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。

（倉吉市青少年問題対策協議会等条例の一部改正）

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。

附 則

第９条 倉吉市商工観光対策協議会条例（平成２年倉吉市条例第９号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

（庶務） （庶務）

第８条 協議会の庶務は、生活産業部において処理

する。

第８条 協議会の庶務は、企画産業部において処理

する。

第10条 倉吉市農林振興協議会条例（平成２年倉吉市条例第10号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

（庶務） （庶務）

第９条 協議会の庶務は、生活産業部において処理

する。

第９条 協議会の庶務は、企画産業部において処理

する。

改正後 改正前

（会長及び委員） （会長及び委員）

第３条 略 第３条 略

２～４ 略 ２～４ 略

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 ５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

(６) 上下水道局長 (６) 水道局長

(７)～(11) 略 (７)～(11) 略

６及び７ 略 ６及び７ 略

第12条 倉吉市青少年問題対策協議会等条例（平成26年倉吉市条例第16号）の一部を次のように改正す

る。

改正後 改正前

（庶務） （庶務）

第17条 検証委員会の庶務は、生活産業部において

処理する。

第17条 検証委員会の庶務は、企画産業部において

処理する。



この条例は、令和２年４月１日から施行する。


