
【市長の事務部局】

課 室・係 課 室・担当
秘書広報課 秘書係 秘書広報課 秘書担当

シティプロモーション推進室 シティプロモーション推進室

総務管財課 総務係 総務管財課 総務担当

財産管理係 財産管理担当

情報公開係 情報公開担当
調査課 政策法務室 調査課 政策法務室

行財政調査係 行財政調査担当

職員課 人事係 職員課 人事担当

研修厚生係 研修厚生担当

財政課 ― 財政課 ―
契約検査課 契約係 契約検査課 契約担当

検査室 検査室
（防災安全監） 防災安全課 危機管理室 （防災安全監） 防災安全課 危機管理室

地域安全係 地域安全担当
総合政策課 まちづくり戦略室 まちづくり戦略室

広域行政推進室 広域行政推進室
都市創造課 都市計画係 都市計画担当

都市政策係 都市政策担当

交通政策室
交通政策課

―
公共交通機関を活用したまちづくり及び利便性・効率性が
高く持続可能な公共交通体系の確立をめざした取組等の
推進（『交通政策課』の新設）

情報政策課 ― 情報政策課 ―
地域振興課 自治振興係 地域振興課 自治振興担当

国際交流室 国際交流室

男女共同参画推進課 ― 男女共同参画推進課 ―
（人権政策監） 人権政策課 人権啓発係 （人権政策監） 人権政策課 人権啓発担当

同和対策係 同和対策担当
淀江振興本部 淀江振興課 振興係 淀江振興本部 淀江振興課 振興担当

事業係 事業担当
市民課 総合窓口係 市民課 総合窓口担当

証明係 証明担当

戸籍係 戸籍担当
生活年金課 市民生活係 生活年金課 市民生活担当

年金医療係 年金医療担当

保険課 保険総務係 保険課 保険総務担当

保険業務係 保険業務担当

収納係 収納担当

検収担当

健康推進室 健康推進室

市民税課 税制係 市民税課 税制担当

市民税係 市民税担当

固定資産税課 土地係 固定資産税課 土地担当

家屋償却資産係 家屋償却資産担当

収税課 収納管理係 収税課 収納管理担当

徴収係 徴収担当

収納対策係 収納対策担当

債権整理係 債権整理担当

環境政策課 環境計画係 環境政策課 環境計画担当

環境保全係 環境保全担当

クリーン推進課 施設管理係 クリーン推進課 施設管理担当

生活環境係 生活環境担当

廃棄物対策係 廃棄物対策担当

福祉政策課 企画係 福祉保健部 福祉政策課 企画担当

地域福祉推進室

福祉課 保護第一係 福祉課 保護第一担当

保護第二係 保護第二担当

保護第三係 保護第三担当
障がい者支援課 相談給付係 障がい者支援課 相談給付担当

計画支援係 計画支援担当
長寿社会課 介護給付係 長寿社会課 介護給付担当

介護保険料係 介護保険料担当

介護予防係 介護予防担当
健康企画係 健康企画担当

健康支援係 健康支援担当

こども未来局 こども相談課 総合相談係 こども未来局 こども相談課 総合相談担当

家庭児童相談室 家庭児童相談室

子育て支援課 子育て政策係 子育て支援課 子育て政策担当

子育て支援係 子育て支援担当
児童青少年係 児童青少年担当

健康対策課 健康対策課

福祉保健部 米子市社会福祉協議会と連携した地域福祉推進のための
体制整備（「地域福祉推進室」（米子市福祉保健総合セン
ター内）の新設）

国民健康保険料の収納体制のさらなる強化を図るため、
収納係を分割（「検収担当」の新設）

都市創造課 『交通政策課』設置に伴う「交通政策室」廃止

地籍調査事業の体制の一元化（「事業係」所管の地籍調
査事業を経済部農林水産振興局『地籍調査課』に移管）

市民生活部 市民生活部

総合政策部 総合政策部 総合政策課

総務部 総務部

米子市行政組織機構改正（平成31年４月１日付け）　新旧対照表

現　　　行 改　正　後
摘　　　要

部（局） 部（局）

※(1)重要課題への対応のための体制整備・(2)事務処理体制の効率化に関するものを斜体字で示す。 
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課 室・係 課 室・担当

現　　　行 改　正　後
摘　　　要

部（局） 部（局）

※(1)重要課題への対応のための体制整備・(2)事務処理体制の効率化に関するものを斜体字で示す。 

産業・雇用戦略室 産業・雇用戦略室

企業立地推進室 企業立地推進室

商工振興係 商工振興担当

ふるさと振興係 ふるさと振興担当
文化観光局 観光課 観光戦略係 文化観光局 観光課 観光戦略担当

スポーツ振興課 スポーツ振興係 スポーツ振興課 スポーツ振興担当
文化振興課 文化振興係 文化振興課 文化振興担当

文化財室 文化財室
農林水産振興局 農林課 農政係 農林水産振興局 農林課 農政担当

農林振興係 農林振興担当

土地改良係 土地改良担当

水産振興室 ― 水産振興室 ―
地籍調査課

―

地籍調査事業の体制一元化（『農林課』と『淀江振興課』
が分担する地籍調査業務を、新設する『地籍調査課』（淀
江支所内）に移管。

企画調整室

総務係 総務担当

管理係 管理担当

公園街路係 公園街路担当

河川橋りょう係 河川橋りょう担当

米子駅周辺整備推進室 米子駅周辺整備推進室

道路改良係 道路改良担当

道路維持係 道路維持担当

排水路維持係 排水路維持担当

公共建築係 公共建築担当

学校施設係 学校施設担当

設備係 設備担当

建築審査係 建築審査担当

開発審査係 開発審査担当

景観係 景観担当

住宅政策係 住宅政策担当

市営住宅係 市営住宅担当

下水道企画課 下水道企画室 下水道企画課 下水道企画室

総務係 総務担当

下水道営業課 料金係 下水道営業課 料金担当

普及係 普及担当

整備課 整備課 管路整備担当

工務第一係

工務第二係

管路維持係 管路維持担当

施設課 施設維持係 施設課 施設維持担当

施設工事係 施設工事担当

排水指導係 排水指導担当
地域生活課 総務係 地域生活課 総務担当

窓口サービス係 窓口サービス担当

会計管理者 会計課 出納係 会計管理者 会計課 出納担当

【議会・行政委員会の事務部局】

課 室・係 課 室・担当

庶務係 庶務担当

議事調査係 議事調査担当
教育総務課 教育企画室 教育総務課 教育企画室

学校管理係 学校管理担当
学校教育課 学務係 学校教育課 学務担当

指導係 指導担当

人権教育係 人権教育担当
生涯学習課 生涯学習係 生涯学習課 生涯学習担当

学校給食課 給食係 学校給食課 給食担当
選挙管理委員会事務局 選挙係 選挙管理委員会事務局 選挙担当
監査委員事務局 監査係 監査委員事務局 監査担当
農業委員会事務局 農務係 農業委員会事務局 農務担当

議会事務局 議会事務局

教育委員会
事務局

教育委員会
事務局

【共通事項】
　人事及び給与制度の見直しに伴う担当制度の導入（現行の係を、担当に移行）

下水道供用開始告示事務、合併処理浄化槽普及促進事
務及び維持管理指導事務を『施設課』「排水指導係」から
「普及担当」に移管

公共下水道整備の推進に向けた体制の整備のための課
内組織再編（「工務第一係」（廃止）＋「工務第二係」（廃
止）⇒「管路整備担当」（新設））

下水道供用開始告示事務、合併処理浄化槽普及促進事
務及び維持管理指導事務を「排水指導係」から『下水道
営業課』「普及担当」へ移管）

淀江支所 淀江支所

現　　　行 改　正　後
摘要

（部） （部）

住宅政策課 住宅政策課

下水道部 下水道部

営繕課 営繕課

建築相談課 建築相談課

都市整備課 都市整備課

道路整備課 道路整備課

商工課 商工課

地籍調査事業の一元化（「土地改良係」所管の地籍調査
事業を経済部農林水産振興局に新設する『地籍調査課』
に移管）

都市整備部 建設企画課 都市整備部 建設企画課 国土強靭化及び所有者不明土地対策等の新たな課題へ
の対応・都市整備部の企画調整機能の強化を図るための
体制強化（「企画調整室」の新設）

経済部 経済戦略課 経済部 経済戦略課
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