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議案第４４号

鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について

　次のとおり鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求める。
　

　　平成２２年２月１５日

　

鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治　　

　

　　　鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

　

　鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成１１年鳥取県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目（以下「移動別表細目」という。）に対応する次の表の改正後の欄中

別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目（以下「移動後別表細目」という。）が存在する場合には、当該移動別表細目を当該移動後別

表細目とし、移動別表細目に対応する移動後別表細目が存在しない場合には、当該移動別表細目（以下「削除別表細目」という。）を削り、
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移動後別表細目に対応する移動別表細目が存在しない場合には、当該移動後別表細目（以下「追加別表細目」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（別表の細目の表示及び削除別表細目を除く。以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対

応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の表示及び追加別表細目を除く。）に改める。

　次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改　　　　　　　正　　　　　　　前改　　　　　　　正　　　　　　　後

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

市町村等事務

　　 略

２　鳥取県統計調査条例の施行のための規則に
基づく事務のうち、別に規則で定めるもの

２の２　旅券法（昭和２６年法律第２６７号）に基づ
く事務のうち、次に掲げるもの（急を要する

場合その他規則で定める場合に係るものを除

く。）

　（１）　第３条第１項の規定による一般旅券の
発給の申請の受理及び知事への送付

　（２）　第３条第２項ただし書の規定による申
請者の身分上の事実の確認

各市町村

日野郡の町

市町村等事務

　　 略

２　鳥取県統計調査条例の施行のための規則に
基づく事務のうち、別に規則で定めるもの

各市町村
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　（３）　第３条第２項第２号の規定による申請
者の身分上の事実が明らかであることの認

定

　（４）　第３条第３項の規定による確認及び書
類の提示又は提出の要求

　（５）　第８条第１項（第１０条第４項及び第１２
条第３項において準用する場合を含む。）
の規定による一般旅券の交付

　（６）　第１０条第１項ただし書の規定による一
般旅券の記載事項の訂正の申請の受理及び

知事への送付

　（７）　第１２条第１項の規定による一般旅券の
査証欄の増補の申請の受理及び知事への送

付

　（８）　第１７条第１項の規定による一般旅券の
紛失又は焼失の届出の受理及び知事への送

付

　（９）　第１７条第３項の規定による確認及び書
類の提示又は提出の要求

　（１０）　第１９条第５項の規定による一般旅券の
返納の受理

　（１１）　第１９条第６項の規定による返納を受け
た一般旅券の還付

２の３　旅券法施行規則（平成元年外務省令第 日野郡の町
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　　 略

　 ８の３　略

　 ８の４　略

１１号）に基づく事務のうち、次に掲げるもの
（急を要する場合その他規則で定める場合に

係るものを除く。）

　（１）　第３条第１項の規定による申請者が出
頭しない場合の申請の申出の受理及び知事

への送付

　（２）　第３条第２項の規定による確認並びに
書類及び資料の提示又は提出の要求

　　 略

　 ８の２　略

　 ８の３　略

８　介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づ
く事務のうち、次に掲げるもの

　（１）～（４８）　略

８の２　母子及び寡婦福祉法施行令（昭和３９年
政令第２２４号）の施行のための規則に基づく
事務のうち、別に規則で定めるもの

８　介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づ
く事務のうち、次に掲げるもの

　（１）～（４８）　略

南部箕蚊屋広

域連合

各市町村

南部箕蚊屋広

域連合

８の５　原子爆弾被爆者に対する援護に関する
法律施行規則（平成７年厚生省令第３３号）に
基づく事務のうち、次に掲げるもの

　（１）～（３）　略

鳥取市、境港

市、八頭郡の

町並びに東伯

郡湯梨浜町及

８の４　原子爆弾被爆者に対する援護に関する
法律施行規則（平成７年厚生省令第３３号）に
基づく事務のうち、次に掲げるもの

　（１）～（３）　略

鳥取市、境港

市、八頭郡の

町並びに東伯

郡湯梨浜町及
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８の６　鳥取県地球温暖化対策条例（平成２１年
鳥取県条例第３６号）に基づく事務のうち、次
に掲げるもの

　（１）　第１９条第１項の規定による環境配慮計
画の受理

　（２）　第１９条第３項（第５項において準用す
る場合を含む。）の規定による公表

　（３）　第１９条第４項（第２０条第３項において
準用する場合を含む。）の規定による環境

配慮計画の変更の届出及び新築等の完了の

報告の受理

　（４）　第２０条第１項の規定による環境配慮計
画の受理

　（５）　第２０条第２項（第３項後段の規定にお
いて準用する場合を含む。）の規定による

公表

　（６）　第２１条第１項の規定による必要な措置
の指導

　（７）　第２２条第２項の規定による報告又は資
料の提出の要求

９　水道法（昭和３２年法律第１７７号）に基づく事
務のうち、次に掲げるもの

９　水道法（昭和３２年法律第１７７号）に基づく事
務のうち、次に掲げるもの

び北栄町

鳥取市、米子

市及び倉吉市

各市町村

び北栄町

各市町村
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　（１）～（１１）　略

９の２　浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）に基
づく事務のうち、次に掲げるもの

　（１）　第５条第１項の規定による浄化槽の設
置又は変更の届出の受理

　（２）　第５条第２項の規定による必要な改善
の勧告

　（３）　第５条第４項ただし書の規定による通
知

　（４）　第７条第２項（第１１条第２項において
準用する場合を含む。）の規定による報告

の受理

　（５）　第７条の２第１項の規定による必要な
指導及び助言

　（６）　第７条の２第２項の規定による勧告
　（７）　第７条の２第３項の規定による勧告に
係る措置の命令

　（８）　第１０条の２第１項の規定による報告書
の受理

　（９）　第１０条の２第２項の規定による技術管
理者の変更に係る報告書の受理

　（１０）　第１０条の２第３項の規定による浄化槽
管理者の変更に係る報告書の受理

　（１１）　第１１条の２の規定による浄化槽の使用

　（１）～（１１）　略

倉吉市、岩美

郡岩美町、東

伯郡湯梨浜町

及び琴浦町並

びに日野郡日

野町
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　 ９の３　略

　 　略

の廃止の届出の受理

　（ １２）　第１２条第１項の規定による必要な助
言、指導又は勧告

　（１３）　第１２条第２項の規定による必要な改善
措置の命令又は浄化槽の使用停止の命令

　（１４）　第１２条の２第１項の規定による必要な
指導及び助言

　（１５）　第１２条の２第２項の規定による勧告
　（１６）　第１２条の２第３項の規定による勧告に

係る措置の命令

　 ９の２　略

　 　略

１１　自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）に基づ
く事務のうち、次に掲げるもの

　（１）　第１６条第４項において準用する第１０条
第４項の規定による申請書の受理及び知事
への送付

　（２）　第１６条第４項において準用する第１０条
第７項の規定による申請書の受理及び知事
への送付

　（３）　第１６条第４項において準用する第１０条
第９項の規定による軽微な変更の届出の受
理及び知事への送付

１１　自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）に基づ
く事務のうち、次に掲げるもの

各市町村 各市町村
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 　（４）　第１６条第４項において準用する第１２条
第１項の規定による承認の申請の受理及び
知事への送付

　（５）　第１６条第４項において準用する第１２条
第２項の規定による申請の受理及び知事へ
の送付

　（６）　第１６条第４項において準用する第１３条
の規定による休止又は廃止の届出の受理及

び知事への送付

　（７）　第１６条第４項において準用する第１４条
第２項の規定による届出の受理及び知事へ
の送付

　（８）　第２０条第３項の規定による許可の申請
の受理及び知事への送付

　（９）　第２０条第６項の規定による行為の届出
の受理及び知事への送付

　（１０）　第２０条第７項の規定による行為の届出
の受理及び知事への送付

　（１１）　第２０条第８項の規定による行為の届出
の受理及び知事への送付

　（１２）　第２１条第３項の規定による許可の申請
の受理及び知事への送付

　（１３）　第２１条第６項の規定による行為の届出
の受理及び知事への送付

　（１４）　第２１条第７項の規定による行為の届出

　（１）　第１３条第３項の規定による許可の申請
の受理及び知事への送付

　（２）　第１３条第６項の規定による行為の届出
の受理及び知事への送付

　（３）　第１３条第７項の規定による行為の届出
の受理及び知事への送付

　（４）　第１３条第８項の規定による行為の届出
の受理及び知事への送付

　（５）　第１４条第３項の規定による許可の申請
の受理及び知事への送付

　（６）　第１４条第６項の規定による行為の届出
の受理及び知事への送付

　（７）　第１４条第７項の規定による行為の届出
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 の受理及び知事への送付

　（１５）　第２２条第３項の規定による許可の申請
の受理及び知事への送付

　（１６）　第２２条第６項の規定による行為の届出
の受理及び知事への送付

　（１７）　第２２条第７項の規定による行為の届出
の受理及び知事への送付

　（１８）　第３３条第１項の規定による行為の届出
の受理及び知事への送付

　（１９）　第６８条第１項の規定による協議の申出
の受理及び知事への送付

　（２０）　第６８条第３項の規定による行為の通知
の受理及び知事への送付

１２　自然公園法施行令（昭和３２年政令第２９８号）
に基づく事務のうち、附則第５項に規定する
協議の申出等の受理及び知事への送付

の受理及び知事への送付

　（８）　第２４条第３項の規定による許可の申請
の受理及び知事への送付

　（９）　第２４条第６項の規定による行為の届出
の受理及び知事への送付

　（１０）　第２４条第７項の規定による行為の届出
の受理及び知事への送付

　（１１）　第２６条第１項の規定による行為の届出
の受理及び知事への送付

　（１２）　第５６条第１項の規定による協議の申出
の受理及び知事への送付

　（１３）　第５６条第３項の規定による行為の通知
の受理及び知事への送付

１２　自然公園法施行令（昭和３２年政令第２９８号）
に基づく事務のうち、次に掲げるもの

　（１）　第１７条において準用する第３条第１項
に規定する申請書の受理及び知事への送付

　（２）　第１７条において準用する第５条の規定
による管理又は経営の方法の届出の受理及

び知事への送付

　（３）　第１７条において準用する第１０条の規定
による承認の申請の受理及び知事への送付

　（４）　第１７条において準用する第１１条の規定

各市町村 各市町村
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　　　附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、別表１１の項及び１２の項の改正規定は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改

正する法律（平成２１年法律第４７号）の施行の日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関す

る条例（以下「新条例」という。）別表２の２の項、２の３の項、８の２の項、８の６の項及び９の２の項に掲げる許可等の処分その他の

行為（以下「移譲事務」という。）については、なお従前の例による。

３　施行日前に知事又はその委任を受けた者が行った移譲事務は、新条例第２条の規定により事務を処理する市町村の行った移譲事務とみな

す。前項の規定により知事又はその委任を受けた者が行う移譲事務についても、同様とする。

　 　略 　 　略

による地位承継の届出の受理及び知事への

送付

　（５）　附則第５項に規定する協議の申出等の
受理及び知事への送付


