
平成３０年２月２１日 

   

平成３０年４月１日付け行政組織機構の改正について 

総務部行政経営課 

 

１ 目的 

「住んで楽しいまちづくり」の実現に向け、未来をひらく総合的なまちづくりへの挑

戦的な取組を推進する体制を整備するものです。 

 

２ 組織機構改正のポイント 

(1) 総合的なまちづくりの推進及び淀江地域の積極的な振興 

総合政策部を設置し、総合的なまちづくり、都市政策、地域づくり、人権政策等の

推進を図るとともに、同部内に淀江振興本部を設置し、淀江地域の積極的な振興を図

ります。 

(2) 市民生活に関する部署の一元化 

市民人権部を市民生活部に改め、市民生活に密着した部署の一元化を図ります。 

(3) 総合的な子育て支援体制等の充実 

福祉保健部にこども未来局を設置し、総合的な子育て相談支援体制を構築する

とともに、５歳児健診の実施などによる発達支援体制の充実を図ります。 

(4) 経済の活性化等、活力あるまちづくりの推進 

経済部に文化観光局及び農林水産振興局を設置し、総合的な観光誘客の推進及

び農林水産業の振興を図ります。 

(5) 総合的な住宅政策やインフラ施設の長寿命化等への積極的な取組 

建設部を都市整備部に改め、総合的な住宅政策、道路・橋りょう等のインフラ

施設の老朽化対策等に積極的に取り組み、都市整備の推進を図ります。 

(6) 新たな行政課題への対応 

シティプロモーション、広域行政・連携、将来を見据えた調査研究体制の強化

等、新たな行政課題に対応するための体制を整備します。 

 

３ 組織機構改正の内容 

別紙「新旧対照表」のとおり 

 

４ 実施時期 

平成３０年４月１日 

 

５ 組織改正までのスケジュール 

平成３０年３月 条例案の提案 

 



平成３０年２月２１日 

   

６ 組織数の比較 

（１）市長部局の組織数 

部等名称 

（ ）は旧名称 

現行 改正後 

部 局 課 係 部 局 課 係 

総務部 1  10 18 1  7 13 

総合政策部（企画部） 1 1 5 5 1 1 7 11 

市民生活部（市民人権部） 1  7 17 1  8 22 

福祉保健部 1  6 16 1 1 7 16 

経済部 1  5 8 1 2 7 11 

都市整備部（建設部） 1  6 17 1  6 16 

下水道部 1  4 10 1  4 10 

小計 7 1 43 91 7 4 46 99 

淀江支所 
 

2 3 
 

1 2 

会計管理者 1 1 1 1 

合計 7 1 46 95 7 4 48 102 

比較  0 3 2 7 

 

（2）議会事務局及び行政委員会等事務局の組織数 

 現行 改正後 

部 課 係 部 課 係 

議会の事務部局   2   2 

教育委員会の事務部局 6 11 4 7 

選挙管理委員会の事務部局  1  1 

監査委員の事務部局  1  1 

農業委員会の事務部局  1  1 

合計 6 16 4 12 

比較   △2 △4 

【注】  

〇淀江振興本部は局相当としている。 

〇水産振興室は課相当の室、その他の室は係相当としている。 

 



別紙　新旧対照表

部 課 係 摘要 部 課 係 摘要

秘書係

シティプロモーション推進室

総務管財課 （略） 総務管財課 （略）

防災安全課 （略） （防災安全監） 防災安全課 （略） 防災安全体制の強化を図るため『防災安全監』を設置

政策法務室 政策法務室

行政改革係 行財政調査係

職員課 （略） 職員課 （略）

財政課 （略） 財政課 （略）

契約係

検査室

市民税課 （略） 市民生活部へ移管

固定資産税課 （略） 市民生活部へ移管

収税課 （略） 市民生活部へ移管

総合的なまちづくりの推進等を図るため部を改編（『企画部』⇒『総合政策部』）

まちづくり戦略室

広域行政推進室

都市計画係

都市政策係 都市政策係

交通政策係 交通政策室

（共管）米子駅周辺整備推進室

情報政策課 （略） 情報政策課 （略）

廃止

地方創生推進課 - 総合政策課へ改編

地域自治係 自治振興係

ふるさと納税推進室 （共管）生涯学習係

国際交流室 国際交流室

男女共同参画推進課 （略） 総合的な男女共同参画施策の推進を図るため市民人権部から移管

（人権政策監） 人権政策課 （略） 総合的な人権施策の推進を図るため『人権政策監』を設置するとともに市民人権部から移管

淀江地域の積極的な振興を図るため『淀江振興本部』を設置

淀江振興課 振興係

事業係

市民生活に密着した部署の一元化を図るため部を改編（『市民人権部』⇒『市民生活部』）

庶務係 係改編 総合窓口係

証明係 証明係

届出係 戸籍係

戸籍係 市民生活係

市民相談課 相談係 ・生活年金課へ改編 年金医療係

保険総務係 保険総務係

保険業務係 保険業務係

収納係 収納係

年金係 健康推進室

特別医療係

市民税課 （略） 市民生活に関する部署の一元化を図るため総務部から移管

固定資産税課 （略） 市民生活に関する部署の一元化を図るため総務部から移管

収税課 （略） 市民生活に関する部署の一元化を図るため総務部から移管

生活環境係 環境計画係

環境計画係

環境保全係 環境保全係

管理係 施設管理係

廃棄物対策係 生活環境係

廃棄物対策係

人権政策課 （略） 総合政策部へ移管

男女共同参画推進課 （略） 総合政策部へ移管

部長

企画係 企画係

総務係

福祉課 （略） 福祉課 （略）

障がい者支援課 （略） 障がい者支援課 （略）

長寿社会課 （略） 長寿社会課 （略）

子育て支援係

子育て施設係

庶務係 健康企画係

母子保健係 健康支援係

成人保健係

家庭児童相談室

総合的な子育て支援体制等の充実を図るため局を設置

総合相談係

家庭児童相談室

（共管）健康支援係

子育て政策係

子育て支援係

児童青少年係

産業開拓室 産業・雇用戦略室

企業立地推進室 企業立地推進室

商工係 商工振興係

労政係 ふるさと振興係

（ふるさと
創生推進
局）

秘書広報課

淀江振興本部の設置に伴い『淀江振興課』を設置（『よどえまちづくり推進室』⇒「振興
係」、「事業係（旧地域生活課）」移管）

部長企画部 総合政策部

部長市民人権部 市民生活部

保険年金課

環境事業課 クリーン推進課へ改編

地域政策課

・地域振興課へ改編
・ふるさと納税推進室
を商工課へ移管

広報・広聴事務の一元化及びシティプロモーションの推進等を図るため「秘書係、シ
ティプロモーション推進室」を設置

地域振興課

調査課

生活環境係をクリーン
推進課へ移管

保険課

環境政策課

旧 新

-
秘書広報課

行政経営課 調査課へ改編 旧行政経営課に新たに市政に係る調査研究事務等を所掌させることに伴い課等を改
編（『行政経営課』⇒『調査課』、「行政改革係」⇒「行財政調査係」）

福祉保健部

部長 部長

産業開拓と雇用戦略の一体的推進を図るため室名を変更（「産業開拓室」⇒「産業・
雇用戦略室」）

係改編

係改編

商工業の振興とふるさと納税等との一体的推進等を図るため係を改編（「商工係、労
政係」⇒「商工振興係、ふるさと振興係」）

こども相談課

部長
総務係を子育て支援
課へ移管

こども未来局 局長

福祉政策課

こども未来課 子育て支援課へ改編

健康対策課

経済部

環境政策課

都市創造課へ改編

企画課

- 総合政策課へ改編

入札契約事務を所掌する部署と検査事務を所掌する部署との統合に伴い課等を改編
（『入札契約課』⇒『契約検査課』、「検査室」設置）

契約検査課
入札契約課 契約係

契約検査課へ改編

局長

市民自治推進課

・保険課へ改編
・特別医療及び年金事
務を生活年金課へ移
管

国保医療費適正化の推進並びに年金及び特別医療事務の生活年金課へ移管に伴
い課等を改編（『保険年金課』⇒『保険課』、「健康推進室」設置）

淀江振興本部 振興本部長

窓口事務の効率化の推進及び総合窓口事務（旧市民相談課）の移管に伴い係を改
編（「庶務係」⇒「総合窓口係」、「証明係、届出係」⇒「証明係」）

市民相談業務、年金及び特別医療事務等、市民生活に係る事務の一元化を図るた
め課等を改編（『市民相談課』⇒『生活年金課』、「相談係」⇒「市民生活係」、「年金
係、特別医療係」（旧保険年金課）移管⇒「年金医療係」）

市民課

生活年金課

市民課

総合的な地域づくりの推進等を図るため課等を改編（『市民自治推進課』⇒『地域振
興課』、「地域自治係」⇒「自治振興係」）
※公民館事務（生涯学習課生涯学習係）を共管

福祉政策機能の強化を図るため、「総務係」を廃止し、子育てに係る事務を『子育て支
援課』等に移管

健康対策課

福祉政策課

福祉保健部

経済戦略課

商工課 商工課

経済戦略課

総合的な子ども相談体制の構築及び発達相談支援体制の充実を図るため『こども相
談課』を設置（「総合相談係」設置、家庭児童相談室（旧健康対策課）移管）
※総合相談係内に「発達支援センター」設置
※５歳児健診を含む子育てに関する相談事務（健康対策課健康支援係）を共管

総合的な子育て支援体制の構築を図るため課等を改編（『こども未来課』⇒『子育て
支援課』、「子育て支援係、子育て施設係、福祉政策課総務係」⇒「子育て政策係、子
育て支援係」、「児童青少年係」（旧生涯学習課）移管）

子育て支援課

部長

経済部

総務部

総合政策課 総合計画とがいな総合戦略の一体的な推進等、施策の総合調整機能の強化及び広
域行政推進の更なる推進等を図るため課等を改編（『企画課』⇒『総合政策課』、「ま
ちづくり戦略室、広域行政推進室」設置）

都市計画を含む総合的な都市政策の推進及び地域交通政策の強化等を図るため課
等を改編（『地域政策課』⇒『都市創造課』、「都市計画係（旧都市計画課）移管」、「交
通政策係」⇒「交通政策室」）
※米子駅周辺整備事業（都市整備課米子駅周辺整備推進室）を共管

総務部 部長

部長

部長

都市創造課

廃棄物処理事務の一元化等を図るため課等を改編（『環境事業課』⇒『クリーン推進
課』、「管理係」⇒「施設管理係」、「生活環境係」（旧環境政策課）移管）

クリーン推進課

・係改編
・家庭児童相談室をこ
ども相談課へ移管

健康施策に係る企画立案機能の強化、保健師業務の一元化及び「家庭児童相談室」
の移管に伴い係を改編（「庶務係」⇒「健康企画係」、「母子保健係、成人保健係」⇒
「健康支援係」）
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別紙　新旧対照表

観光と文化・スポーツとの総合的な振興を図るため局を設置

観光課 観光係 係改編 観光課 観光戦略係 観光戦略の強化を図るため係名を変更（「観光係」⇒「観光戦略係」）

スポーツ振興課
スポーツ振興係

教育委員会からの移管に伴い課等を改編（『体育課』⇒『スポーツ振興課』、「体育係」
⇒「スポーツ振興係」）

文化振興係

文化財室

農林水産業の総合的な振興を図るため局を設置

農林課 （略） 農林課 （略）

水産振興室 （略） 水産振興室 （略）

総合的な都市整備の推進を図るため部を改編（『建設部』⇒『都市整備部』）

総務係 総務係

建設企画室 管理係

計画係 公園街路係

景観係 河川橋りょう係

米子駅周辺整備推進室 米子駅周辺整備推進室

道路係 道路改良係

河川係 道路維持係

管理係 排水路維持係

道路維持係

公園維持係

公共建築係 公共建築係

住宅整備係 学校施設係

設備係 設備係

市営住宅係

建築指導係 建築審査係

開発指導係 開発審査係

危険家屋対策室 景観係

住宅政策係

市営住宅係

下水道企画課 （略） 下水道企画課 （略）

下水道営業課 （略） 下水道営業課 （略）

整備課 （略） 整備課 （略）

施設課 （略） 施設課 （略）

課 係 摘要 課 係 摘要

総務係 総務係

事業係 窓口サービス係

窓口サービス係

よどえまちづくり推進室 淀江振興課へ改編

会計管理者 会計課 （略） 会計管理者 会計課 （略）

課 係 摘要 課 係 摘要

教育総務課 （略） 教育総務課 （略）

学校教育課 （略） 学校教育課 （略）

生涯学習係 生涯学習係

青少年係

文化振興係

文化財係

体育課 体育係 スポーツ振興課へ改編

学校給食課 （略） 学校給食課 （略）

係 摘要 係 摘要

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

住宅政策課の設置に伴い課等を改編（『建築住宅課』⇒『営繕課』、「公共建築係、住
宅整備係」⇒「公共建築係、学校施設係」）

総合的な住宅施策の推進を図るため『住宅政策課』を設置（「危険家屋対策室（旧建
築指導課）移管⇒「住宅政策係」、「市営住宅係」（旧建築住宅課）移管）

住宅政策課

営繕課

都市整備部

旧 新

淀江支所 淀江支所

青少年係を子育て支
援課へ移管

教育委員会

生涯学習課

事務局長

支所長

教育委員会

生涯学習課

文化振興課へ改編文化課

地域生活課

支所長

建築住宅課

総合的な都市政策の推進及びインフラ施設の長寿命化の推進を図るため課等を改
編（『都市計画課』『土木課』『維持管理課』⇒『都市整備課』『道路整備課）』
※都市整備課に置く係（「公園街路係、河川橋りょう係、米子駅周辺整備推進室」）
※道路整備課に置く係（「道路改良係、道路維持係、排水路維持係」）

部の改編及び住宅政策課の設置等に伴い課等を改編（『建築指導課』⇒『建築相談
課』、「建築指導係」⇒「建築審査係」、「開発指導係」⇒「開発審査係」、景観係（旧都
市計画課）移管）

都市計画課

建設部 部長

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局

部長 部長

旧 新

事業係を淀江振興課
へ移管

地域生活課

建築指導課 ・建築相談課へ改編
・危険家屋対策室を住
宅政策課へ移管

建設企画課

都市整備課

道路整備課

局長

・営繕課へ改編
・市営住宅係を住宅政
策課へ移管

農業委員会事務局 農業委員会事務局

部及び課 部及び課

議会事務局 議会事務局

旧 新

現行どおり

監査委員事務局 監査委員事務局

事務局長

下水道部 下水道部

部長

建設企画課 係改編 部の改編に伴う管理係（旧維持管理課）の移管に伴い係の改編（「総務係、建設企画
室」⇒（「総務係、管理係」）

現行どおり

建築相談課

都市創造課、都市整備
課、建築相談課へ改編

都市整備課、道路整備
課へ改編

建設企画課、都市整備
課、道路整備課へ改編

文化観光局

農林水産振興局

文化振興課

局長

維持管理課

土木課

教育委員会からの移管に伴い課等を改編（『文化課』⇒『文化振興課』、「文化財係」
⇒「文化財室」）

経済部
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