
生駒市規則第１４号 

生駒市行政組織規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２４年３月３０日 

生駒市長 山下 真 

 

   生駒市行政組織規則等の一部を改正する規則 

 （生駒市行政組織規則の一部改正） 

第１条 生駒市行政組織規則（平成６年７月生駒市規則第２２号）の一部を次の

ように改正する。 

  目次中「第４１条の４」を「第４２条」に改める。 

第２条中「、部及び局」を「及び部」に、 

 「市民部 

    市民課 市民係 記録係 

    課税課 庶務係 市民税係 土地係 家屋係 

    収税課 庶務係 徴収係 

    人権施策課 人権施策係 人権教育係 

     人権文化センター 

     男女共同参画プラザ 

    産業振興課 農林係 商工観光係 企業立地推進係 

     高山竹林園 

  福祉健康部 

    健康課 管理係 健康係 

    病院建設課 病院建設係 

    国保年金課 国保係 年金係 福祉医療係 

    介護保険課 認定係 保険係 

   福祉事務所 

    福祉総務課 庶務係 保護係 

    福祉支援課 福祉係 支援係 

    こども課 保育係 こども係 

     子どもサポートセンター 

  生活環境部 

    環境事業課 管理係 事業係 

を 



     清掃リレーセンター 

     清掃センター 

     衛生処理場 

    環境政策課 企画係 環境保全係 環境整備係 

    生活安全課 庶務係 交通対策係 

     消費生活センター              」 

 「環境経済部 

    環境事業課 管理係 事業係 施設係 

     清掃リレーセンター 

    環境政策課 企画係 環境保全係 環境整備係 

    経済振興課 農林係 商工観光係 企業立地推進係 

     高山竹林園 

  市民部 

    市民課 市民係 記録係 

    課税課 庶務係 市民税係 土地係 家屋係 

    収税課 庶務係 徴収係 

    人権施策課 人権施策係 人権教育係 

     人権文化センター 

     男女共同参画プラザ 

    生活安全課 庶務係 交通対策係 

     消費生活センター 

  福祉健康部 

    健康課 管理係 健康係 

    病院建設課 病院建設係 

    国保年金課 国保係 年金係 福祉医療係 

    こども課 保育係 こども係 

     子どもサポートセンター 

    介護保険課 認定係 保険係 

   福祉事務所 

    福祉総務課 庶務係 保護係 

    福祉支援課 福祉係 支援係 予防推進係    」 

 「水道局」を「上下水道部」に改める。 

  第９条危機管理係の項に次の１号を加える。 

   (8) 耐震性貯水槽の企画及び設置に関すること。 

  第９条の２契約係の項第１号中「指名願の受理」を「入札参加者の資格審査

及び登録」に改める。 

に、 



  第９条の３企画係の項中第８号を削り、第９号を第８号とし、第１０号を第

９号とする。 

  第１０条を次のように改める。 

第１０条 環境事業課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

管理係 

(1) 一般廃棄物事業の総合計画に関すること。 

(2) 一般廃棄物処理施設の整備計画の企画及び策定に関すること。 

(3) 一般廃棄物処理基本計画及び実施計画の策定に関すること。 

(4) ごみ減量化対策協議会等に関すること。 

(5) ごみ減量化及び資源リサイクル普及促進に関すること。 

(6) 清掃リレーセンターの調整に関すること。 

(7) 課の庶務に関すること。 

事業係 

(1) 一般廃棄物処理の委託に関すること（清掃リレーセンターに係るも

のを除く｡)。 

(2) 一般廃棄物の収集、運搬体制等に関すること。 

(3) 一般廃棄物処理の委託業者の指導監督に関すること。 

(4) 一般廃棄物処理業の許可及び指導監督に関すること。 

(5) 一般廃棄物の処理手数料に関すること（清掃リレーセンターに係る

ものを除く｡)。 

(6) 一般廃棄物事業の資料収集及び調査研究に関すること。 

(7) 一般廃棄物処理事業の協力団体の育成指導に関すること。 

(8) 資源回収の実施団体の育成指導に関すること。 

(9) 清掃思想の普及向上に関すること。 

(10) し尿くみ取り申請の受付に関すること。 



施設係 

(1) 清掃センター及びエコパーク２１に関すること。 

(2)  ごみ の処理 に 関する こと （清 掃 リレー セン ター に 係るも のを 除

く｡)。 

(3) エコパーク２１に係る水質及び悪臭の検査に関すること。 

  第１０条の次に次の４条を加える。 

 第１０条の２ 清掃リレーセンターが分掌する事務は、次のとおりとする。 

(1) 所管に係るごみの処理に関すること。 

(2) ごみの処理手数料に関すること（環境事業課事業係に係るものを除

く｡)。 

(3) 清掃リレーセンターの管理及び運営に関すること。 

第１０条の３ 環境政策課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

企画係 

(1) 環境基本計画の策定及び推進に関すること。 

(2) 環境マネジメントシステムの運用管理に関すること。 

(3) 地球環境の保全及び自然エネルギーに係る企画調整及び統計に関す

ること。 

(4) 地球温暖化防止及び自然エネルギー活用の普及啓発に関すること。 

(5) 環境教育の推進及び環境活動の支援に関すること。 

(6) 環境審議会に関すること。 

(7) 部及び課の庶務に関すること。 

環境保全係 

(1) 自然環境の保全に係る企画調整に関すること。 

(2) 公害防止対策の調査研究及び指導並びに普及啓発に関すること。 

(3) 公害の調査及び測定並びに各部門との連絡調整に関すること。 



(4) 代替エネルギーの普及及び促進に関すること。 

(5) 竜田川流域生活排水対策連絡協議会に関すること。 

(6) 環境保全に関する協定書の締結に関すること。 

環境整備係 

(1) 環境美化の推進に関すること。 

(2) 屋外広告物の簡易除去に関すること。 

(3) 墓地等の経営の許可等及び火葬場に関すること。 

(4) 埋火葬の許可に関すること（市民課の届出に係るものを除く｡)。 

(5) 防犯灯及び街路灯に関すること。 

(6) 愛がん動物の適正管理に関すること。 

(7) 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）による犬の登録等に関

すること。 

(8) 犬、猫等の死体処理及び手数料に関すること。 

(9) そ族、昆虫等の駆除の指導に関すること。 

第１０条の４ 経済振興課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

農林係 

(1) 農林経営の企画研究及び技術指導に関すること。 

(2) 主要農産物の供出及び需要計画に関すること。 

(3) 農業制度資金の融資に関すること。 

(4) 農林水産関係諸団体その他農業、林業、水産業及び狩猟に関するこ

と。 

(5) 畜産及び水産の奨励及び指導に関すること。 

(6) 病害虫及び有害鳥獣の駆除に関すること。 

(7) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８

号）による鳥獣の捕獲等の許可、飼養の登録及び販売の許可に関するこ



と。 

(8) 森林の保全及び緑化推進に関すること。 

(9) 市の木及び市の花に関すること（他課の所管に係るものを除く｡)。 

(10) 市民農園に関すること。 

(11) 土地改良工事の企画、調査及び測量並びに施行及び監督に関するこ

と。 

(12) 農道舗装及び改良工事の企画、調査及び測量並びに施行及び監督に

関すること。 

(13) 農業用施設の災害復旧工事に関すること。 

(14) 農業用施設の維持管理に関すること。 

(15) 課の庶務に関すること。 

商工観光係 

(1) 商工業の振興に関すること。 

(2) 伝統産業工芸品の保護及び振興に関すること。 

(3) 中小企業の金融対策に関すること。 

(4) 商工観光関係団体に関すること。 

(5) 観光の振興に関すること。 

(6) 商工業の雇用対策に関すること。 

(7) 計量事務に関すること。 

(8) 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）に関すること（

他課の所管に係るものを除く｡)。 

企業立地推進係 

(1) 企業等の誘致に関すること。 

(2) 企業等の立地に関すること。 

(3) 企業立地等の促進に係る関係機関との連絡調整に関すること。 



第１０条の５ 高山竹林園が分掌する事務は、次のとおりとする。 

(1) 高山竹林園事業の企画及び運営に関すること。 

(2) 高山竹林園の管理及び運営に関すること。 

  第１８条及び第１９条を次のように改める。 

第１８条 生活安全課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

庶務係 

(1) 法律相談に関すること。 

(2) 行政相談委員に関すること。 

(3) 暴力排除推進協議会及び防犯協議会に関すること。 

(4) 非核平和都市に関すること。 

(5) 自動車臨時運行許可申請の受付及び許可書の交付に関すること。 

(6) 自衛官の募集に関すること。 

(7) 課の庶務に関すること。 

交通対策係 

(1) 交通対策の調査研究に関すること。 

(2) 公共交通網に関すること。 

(3) 交通安全思想の普及に関すること。 

(4) 放置自転車等の対策に関すること。 

(5) 市営自転車駐車場に関すること。 

(6) 交通対策協議会に関すること。 

(7) 生駒駅南自動車駐車場及び生駒駅北地下自動車駐車場に関するこ

と。 

第１９条 消費生活センターが分掌する事務は、次のとおりとする。 

(1) 消費者行政の企画及び調査に関すること。 

(2) 消費生活のための相談及び啓発に関すること。 



(3) 消費生活審議会に関すること。 

(4) 消費生活センターの管理及び運営に関すること。 

  第２１条福祉医療係の項第１号中「老人、ひとり親家庭等」を「ひとり親家

庭等」に改め、同項第２号を次のように改める。 

(2) 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附

則第３２条の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の老人

保健法（昭和５７年法律第８０号）による医療に関すること。 

  第２１条の２を次のように改める。 

第２１条の２ こども課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

保育係 

(1) 保育所の入所及び退所の決定その他保育所に関すること。 

(2) 保育料の決定及び徴収に関すること。 

(3) 保育所運営委員会に関すること。 

こども係 

(1) 児童福祉施策の調査、研究及び企画に関すること。 

(2) 学童保育に関すること。 

(3) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による援護、育成及び更

生の措置に関すること。 

(4) 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）による児童手当の支給に関

すること。 

(5) 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）による児童扶養手当

の支給に関すること。 

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の

支給に関すること。 

(7) 生駒市交通遺児奨学金支給条例（昭和４５年３月生駒市条例第１３



号）による交通遺児奨学金の支給に関すること。 

(8) 母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）による援護、育

成及び更生の措置に関すること。 

(9) 小平尾南児童館に関すること。 

(10) 小平尾南児童館運営審議会に関すること。 

(11) 課の庶務に関すること。 

  第２１条の２の次に次の２条を加える。 

第２１条の３ 子どもサポートセンターが分掌する事務は、次のとおりとする。 

(1) 家庭児童相談室に関すること。 

(2) 児童虐待に関すること。 

(3) ファミリー・サポート業務に関すること。 

(4) その他子育て支援に関すること（他課の所管に係るものを除く｡)。 

(5) 子どもサポートセンターの管理及び運営に関すること。 

第２１条の４ 介護保険課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

認定係 

(1) 要介護認定の申請及び認定に関すること。 

(2) 介護認定審査会に関すること。 

(3) 高齢者の健康啓発に関すること。 

保険係 

(1) 介護保険料の課税資料の調査及び賦課徴収に関すること（第２号被

保険者に係るものを除く｡)。 

(2) 介護保険被保険者の資格等の届出に関すること。 

(3) 介護保険被保険者証の交付及び更新に関すること。 

(4) 介護報酬の請求及び審査に関すること。 

(5) 保険給付金の支払その他保険給付に関すること。 



(6) 介護保険の運営に関すること。 

(7) 介護保険事業計画に関すること。 

(8) 介護保険のサービス提供事業者の指導及び育成に関すること。 

(9) 介護保険施設の設置及び介護保険サービスの開始に係る意見書（市

及び社会福祉法人に係るものを除く｡)に関すること。 

(10) 課の庶務に関すること。 

  第２３条福祉係の項中第２号及び第３号を削り、第４号を第２号とし、第５

号から第１１号までを２号ずつ繰り上げ、同条支援係の項中第１号を削り、第

２号を第１号とし、第３号及び第４号を削り、第５号を第２号とし、第６号か

ら第１０号までを３号ずつ繰り上げ、第１１号を削り、第１２号を第８号と

し、同条に次の１項を加える。 

  予防推進係 

(1) 介護予防に関すること。 

(2) 高齢者に係る訪問指導に関すること。 

(3) 地域包括支援センターの総括及び総合調整に関すること。 

第２４条から第３０条までを次のように改める。 

第２４条から第３０条まで 削除 

 第３６条庶務係の項中第２号及び第３号を削り、第４号を第２号とし、第５

号を削り、第６号を第３号とし、同項第７号中「による指導及び副申」を削

り、同号を同項第４号とし、同項第８号を同項第５号とし、同条計画係の項第

３号中「地区計画策定のための調査及び原案策定並びに運用」を「地区計画」

に改め、同項に次の２号を加える。 

  (5) 都市計画図の作成及び販売に関すること。 

  (6) 土地利用に係る都市計画の証明に関すること。 

 第３７条開発指導係の項を次のように改める。 



  開発指導係 

   (1) 都市計画法による開発行為等に関する指導及び副申に関すること。 

(2) 生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱（昭和６２年１１月生駒市

告示第１４４号）等による指導に関すること。 

(3) 宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）による指導及び副

申に関すること。 

(4) 近郊緑地保全地区等地域制緑地内における行為の届出等に関するこ

と。 

(5) 開発事業審議会に関すること。 

(6) 租税特別措置法による優良宅地の認定に関すること。 

  第３８条景観係の項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

   (5) 都市計画法による風致地区に関すること。 

  第３９条の２公園管理係の項第３号中「整備」を「計画及び整備」に改め、

同項第６号を削る。 

  第４０条北部開発係の項第１号中「（第２工区）」を削り、同項第３号を同

項第５号とし、同項第２号の次に次の２号を加える。 

   (3) リニア中央新幹線に係る調査及び研究に関すること。 

(4) 公益財団法人奈良先端科学技術大学院大学支援財団との連絡調整に

関すること。 

  第４１条業務係の項を次のように改める。 

  業務係 

(1) 公共下水道受益者負担金に関すること。 

(2) 下水道使用料その他の収入金に関すること。 

(3) 水洗便所改造資金融資あっせんに関すること。 

(4) 公共下水道供用開始の公示に関すること。 



(5) 下水道関係団体との連絡に関すること。 

(6) 流域下水道との調整に関すること。 

(7) 奈良県事務処理の特例に関する条例（平成１２年奈良県条例第３４

号）の規定により本市が処理することとされた浄化槽法（昭和５８年法

律第４３号）に基づく浄化槽の設置、変更及び廃止の届出の受理等に関

すること。 

(8) 合併処理浄化槽の普及促進に関すること。 

(9) 部及び課の庶務に関すること。 

  第４１条の３計画係の項第２号中「事業認可」を「事業計画」に改め、同項

第４号から第６号までを削り、同項第７号を同項第４号とし、同項第８号を同

項第５号とし、同条工務係の項第６号を削る。 

  第４１条の４を削る。 

  第４２条第１項中「、局にあっては局長」を削る。 

  第４７条の見出し中「、場長」を削り、同条第１項中「人権文化センター」

を「清掃リレーセンター、高山竹林園、人権文化センター」に、「高山竹林園

」を「消費生活センター」に改め、「、清掃リレーセンター、清掃センター、

消費生活センター」を削り、「、場長（衛生処理場の場長に限る。以下同じ｡)

」を削り、同条第３項中「、場長」を削る。 

  第４８条第３項中「人権文化センター」を「清掃リレーセンター、高山竹林

園、人権文化センター」に、「高山竹林園」を「消費生活センター」に改め、

「、清掃リレーセンター、清掃センター、衛生処理場、消費生活センター」を

削り、「人権文化センター等」を「清掃リレーセンター等」に改める。 

  第４９条第１項中「人権文化センター等」を「清掃リレーセンター等」に改

める。 

  第５２条第１項中「、場長」を削る。 



 （生駒市情報セキュリティに関する規則の一部改正） 

第２条 生駒市情報セキュリティに関する規則（平成１６年２月生駒市規則第１

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第６号中「及び教育長」を「、教育長及び水道事業管理者」に、「水

道局」を「上下水道部」に改める。 

 （生駒市会計課設置規則の一部改正） 

第３条 生駒市会計課設置規則（昭和４６年１１月生駒市規則第１９号）の一部

を次のように改正する。 

  第８条を第９条とする。 

  第７条中第１号を次のように改める。 

  (1) ５００万円未満の歳入の調定通知の処理に関すること。 

  第７条中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、

第１号の次に次の１号を加え、同条を第８条とする。 

(2) 競争入札の方法により締結する契約に係る支出負担行為で１件１，０

００万円未満のもの及び次に掲げる経費に係る支出負担行為の確認及びそ

の支払に関すること。 

ア 義務的経費（人件費（賃金を含む｡)、扶助費、公債費） 

イ 燃料費 

ウ 光熱水費 

エ 賄材料費 

オ 通信運搬費 

カ 保険料 

キ 負担金補助及び交付金（保険給付費等扶助費的なものに限る｡) 

ク 市税償還金 

ケ その他の経費で１件２００万円未満のもの 



  第６条を第７条とし、第５条を第６条とする。 

第４条第２項中「課長」の次に「及び主幹」を加え、同条第３項中「会計管

理者及び課長」を「課長及び主幹」に改め、同条を第５条とし、第３条の次に

次の１条を加える。 

（主幹） 

第４条 課に主幹を置くことができる。 

２ 主幹は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。 

３ 主幹は、会計管理者及び課長ともに事故があるときは、その職務を代理す

る。 

 （生駒市公印規則の一部改正） 

第４条 生駒市公印規則（平成９年３月生駒市規則第９号）の一部を次のように

改正する。 

  別表一般公印の表中 

５ 削除 

６ 
市長公

室長印 
てん書 縦横21mm 

 市 長 公 室

長 名 で 発

する文書 

市民活動

推進課長 

７ 

企画財

政部長

印 

てん書 縦横21mm 

 企 画 財 政

部 長 名 で

発 す る 文

書 

総務課長 

 

５ 
市長公

室長印 
てん書 縦横21mm 

 市 長 公 室

長 名 で 発

する文書 

市民活動

推進課長 

「 

「 

生 駒 市 

市長公室 

長 之 印 

生 駒 市 

企画財政 

部長之印 

生 駒 市 

市長公室 

長 之 印 

」 

を 



６ 

企画財

政部長

印 

てん書 縦横21mm 

 企 画 財 政

部 長 名 で

発 す る 文

書 

総務課長 

７ 

環境経

済部長

印 

てん書 縦横21mm 

 環 境 経 済

部 長 名 で

発 す る 文

書 

環境政策

課長 

 

11 

生活環

境部長

印 

てん書 縦横21mm 

 生 活 環 境

部 長 名 で

発 す る 文

書 

環境政策

課長 

 

11 

 

 

削除 

 

15 
水道局

長印 
てん書 縦横21mm 

 水 道 局 長

名 で 発 す

る文書 

下水道管

理課長 

 

15 

上下水

道部長

印 

てん書 縦横21mm 

 上 下 水 道

部 長 名 で

発 す る 文

書 

下水道管

理課長 

改める。 

（生駒市法令遵守推進条例施行規則の一部改正） 

第５条 生駒市法令遵守推進条例施行規則（平成１９年１０月生駒市規則第２３

号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「水道局長」を「上下水道部長」に改める。 

生 駒 市 

企画財政 

部長之印 

」 

に、 

生 駒 市 

環境経済 

部長之印 

「 

」 

を 

生 駒 市 

水 道 局 

長 之 印 

「 

」 

に 

生 駒 市 

上下水道 

部長之印 

 

「 

」 

を 

生駒市生 

活環境部 

長 之 印 

「 

に、 

」 



  第１５条第２項中「及び教育長」を「、教育長及び水道事業管理者」に改め、

同条第３項中「理事、公室長」を「公室長」に、「水道局長」を「上下水道部

長」に改める。 

 （生駒市職員の職の設置に関する規則の一部改正） 

第６条 生駒市職員の職の設置に関する規則（昭和５６年７月生駒市規則第７号

）の一部を次のように改正する。 

  第３条の表中「理事、公室長」を「公室長」に改め、「、局長」を削る。 

 （給料等の支給に関する規則の一部改正） 

第７条 給料等の支給に関する規則（昭和３２年７月生駒市規則第３号）の一部

を次のように改正する。 

  第５条の５第１項の表の１の項中「理事、公室長」を「公室長」に改め、「

及び部長」の次に「、福祉事務所の所長」を加え、同表の２の項中「、福祉事

務所の所長」を削り、同表の５の項中「市長事務部局の課長補佐」の次に「、

清掃リレーセンターの所長、高山竹林園の所長」を加え、「高山竹林園の所長

」を「消費生活センターの所長」に改め、「、清掃リレーセンターの所長、清

掃センターの所長、衛生処理場の場長、消費生活センターの所長」を削る。 

 （初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正） 

第８条 初任給、昇格、昇給等に関する規則（昭和４１年１１月生駒市規則第６

号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１の８級の項中「理事、部長」を「部長」に改める。 

 （生駒市予算規則の一部改正） 

第９条 生駒市予算規則（昭和４０年１月生駒市規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第１号中「、局長」を削る。 

 （生駒市会計規則の一部改正） 



第１０条 生駒市会計規則（昭和４８年３月生駒市規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２条第１号中「、主幹」の次に「、課長補佐、清掃リレーセンター所長、

高山竹林園所長」を加え、「高山竹林園所長」を「消費生活センター所長」に

改め、「、衛生処理場長、清掃リレーセンター所長、清掃センター所長、消費

生活センター所長」を削り、「課長及び主幹」を「課長、主幹及び課長補佐」

に改め、「教育委員会事務局の課長」の次に「、課長補佐」を、「学校給食セ

ンター所長」の次に「、学校給食センター副所長」を、「図書会館長」の次に

「、図書会館副会館長」を加え、「主幹、監査委員事務局長並びに農業委員会

事務局長」を「局長補佐、監査委員事務局の局長及び局長補佐並びに農業委員

会事務局の局長及び局長補佐」に改める。 

  第２７条中「（平成２年４月生駒市訓令甲第３号）」を「（平成２４年３月

生駒市訓令甲第２号）」に改める。 

  別表第１中 

 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 財政課長 

所管に係る物品の出納保管 － 

 

 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 財政課長 

所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 環境事業課長 

所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所管係員 清掃リレーセンタ

ー所長 所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 環境政策課長 

所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 経済振興課長 

所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所管係員 高山竹林園所長 

所管に係る物品の出納保管 － 

 

「産業振興課長」を「生活安全課長」に、 

 

」 

を 

「 

「 

に、 

」 



 

所管に係る徴収金の収納 所管係員 高山竹林園所長 

所管に係る物品の出納保管 － 

 

 

所管に係る徴収金の収納 所属職員 消費生活センター

所長 所管に係る物品の出納保管 － 

 

 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 介護保険課長 

所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 福祉総務課長 

所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 福祉支援課長 

所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る保育料その他徴収金の

収納 

保育園長 

所管係長 

こども課長 

所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所属職員 子どもサポートセ

ンター所長 所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 環境事業課長 

所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所管係員 清掃リレーセンタ

ー所長 所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所管係員 清掃センター所長 

所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 衛生処理場長 

所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 環境政策課長 

所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 生活安全課長 

所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所属職員 消費生活センター

所長 所管に係る物品の出納保管 － 

 

 

所管に係る保育料その他徴収金の

収納 

保育園長 

所管係長 

こども課長 

所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所属職員 子どもサポートセ

ンター所長 所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 介護保険課長 

所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 福祉総務課長 

所管に係る物品の出納保管 － 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 福祉支援課長 

所管に係る物品の出納保管 － 

」 

を 

「 

」 

に、 

「 

「 

を 

」 

「 

」 

に、 



 

         

 

（生駒市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正） 

第１１条 生駒市福祉事務所長に対する事務委任規則（昭和４６年１１月生駒市

規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

各号列記以外の部分中「、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３２

条第２項」を削り、第１７号及び第１８号を削り、第１９号中「特別障害手当

等」を「特別障害者手当等」に改め、同号を第１７号とし、第２０号から第３

７号までを２号ずつ繰り上げる。 

 （生駒市下水道使用料に係る事務の委任に関する規則の一部改正） 

第１２条 生駒市下水道使用料に係る事務の委任に関する規則（平成１８年９月

生駒市規則第３２号）の一部を次のように改正する。 

  第１項中「生駒市水道局事務分掌規程」を「生駒市水道事業事務分掌規程」

に、「第７条第１項の局長（以下「水道局長」を「第２条に規定する総務課の

課長（以下「総務課長」に、「水道局長」を「総務課長」に改め、第２項中「

水道局長」を「総務課長」に改める。 

 （水道事業管理者が職員の任免について市長の同意を得なければならない者等

を定める規則の一部改正） 

第１３条 水道事業管理者が職員の任免について市長の同意を得なければならな

い者等を定める規則（昭和４３年４月生駒市規則第２号）の一部を次のように

改正する。 

  第１条及び第２条中「局長」を「部長」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

「会計課長 
会計課課長補佐」 を 

「会計課長 
 会計課主幹 

会計課課長補佐」 
に改める。 


