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区政目標の見直しについて 

 

 

区は、「新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）」を効率的、効果的に実現するため、ＰＤＣ

Ａサイクルによって区政目標や各事業等の不断の見直し改善を実施しているところである。区政課

題に対応して事業を着実に推進し、より高い成果を効果的に得るため、平成２９年度の区政目標に

ついて次のとおり見直しを行い、各部・分野の所管事務を整理したので報告する。 

 

１ 主な見直し内容 

 

（１）新たな行政課題にかかる区政目標の見直し 

３年後に迫った東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催や、新区役所整備、日常

的な安全・安心対策の充実について、関係分野の目標を見直し、取組を強化する。 

ア 東京２０２０オリンピック・パラリンピック及びユニバーサルデザインの推進について、

政策室企画分野に目標を設定し、全庁的な取組の司令塔と位置付けて事業を推進する。 

イ 経営室に「新区役所整備分野」を新設し、区民サービスに係る業務改善や総合窓口システ

ム整備を含めた目標を設定し、新区役所の整備を着実に進める。 

ウ 都市基盤部の地域の生活安全及び交通安全施策については、危機管理の充実と関係機関と

の連携をより強化するため、経営室に「生活・交通安全分野」を新設して取り組む。 

エ 東日本大震災や平成２８年熊本地震など、被災者支援や被災自治体の復興支援を、人員の

確保等全庁的な体制で継続的に実施するため、都市基盤部の復興支援施策を経営分野に移管

する。 

 

（２）地域での事業展開にかかる区政目標の見直し 

地域での区民活動・子育て支援・保健福祉・健康づくりの一層の充実を図るため、地域支え

あい推進室の関係分野の目標を整理し、効果的な事業展開を行う。 

ア 子ども教育部の育成活動支援及び地域ケア分野の地域子ども施設計画等の事業を、地域活

動推進分野の目標に編入し、地域間の子育て事業等の調整機能を強化する。 

イ 地域ケア分野の保健福祉や子育ての相談・支援施策に、地域支援分野の健康づくり施策を

加え、「すこやか福祉センター地域ケア分野」に名称を変更する。 

  ウ 地域支援分野に、地域ケア分野の児童館、キッズ・プラザなどの地域子ども施設運営を加

え、地域のネットワークやコーディネート機能の強化を図ることとし、分野名称を「すこや

か福祉センター地域支援分野」に変更する。 

 



（３）健康づくり・スポーツにかかる区政目標の見直し 

健康福祉部の関係分野の目標の見直しを行い、スポーツ・健康づくりムーブメントの推進を

図り、区民の健康づくりに積極的に取り組む。 

ア 保健予防分野の区民健診と健康・スポーツ分野の健康づくり施策、さらに福祉推進分野の

地域医療施策を統合して、「健康推進分野」を新設し、区民の健康づくりに重点的に取り組む。 

イ 健康・スポーツ分野は、東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催等を契機とし

た、地域でのスポーツ活動、スポーツ施設整備や生涯学習等の推進を図ることとし、「文化・

スポーツ分野」に名称変更する。 

ウ 新たにデータヘルス事業（健康医療情報を活用した保健事業）を立ち上げ、国民健康保険

被保険者を対象とした特定健診・保健指導事業について、保健予防分野から区民サービス管

理部に移管し、一体的に推進する。 

 

（４）都市基盤整備にかかる区政目標の見直し 

住宅対策や交通政策など新たな区政課題に適切に対応するとともに、安全・安心・快適なま

ちづくりを進めるため、都市基盤部の関係分野の目標の見直しを行い、取組を強化する。 

ア 都市計画分野の住宅施策を独立させ、住宅ストックの利活用等を目標とする「住宅政策分

野」を新設し、多様なライフステージに応じた住宅誘導や空家対策に取り組む。 

イ 都市計画マスタープランの土地利用方針で示されている交流拠点の形成など、拠点まちづ

くり計画の進展を図るため、 地域まちづくり分野の目標に位置付ける。 

ウ これからの都市交通にかかる具体的な取組を進めるため、防災・都市安全分野の交通政策

を、都市計画分野の目標に編入し、都市計画と一体的に推進する。 

エ 道路・公園管理分野と都市基盤整備分野の目標を整理して、「道路分野」と「公園分野」に

再編し、道路及び公園の整備・維持・管理を一貫した体制で効果的に取り組む。 

オ 防災・都市安全分野の目標を見直し、自転車対策・地域美化を道路分野に移管するなど、

防災対策に重点的に取り組む目標設定とし「防災分野」に名称変更する。 

 

 

２ 各部・分野所管事務の変更 

  別紙のとおり 



1

（別紙）

分野 主な所管事務 分野 主な所管変更事務

企画分野 企画調整 企画調整

取組強化　→ ユニバーサルデザイン

取組強化　→ オリンピック・パラリンピック推進

分野 主な所管事務 分野 主な所管変更事務

経営分野 新区役所整備 → 新区役所整備

新区役所区民サービス

新区役所情報システム

地域の生活安全

交通安全啓発

東北復興祈念展・東北復興大祭典

震災復興職員派遣

区政目標の主な変更に伴う、各部分野所管事務の変更

【政策室】

平成２８年度 平成２９年度

新区役所整備分野　（新設）

経営分野都市基盤部防災・都市安全分野から　→

【経営室】

平成２８年度 平成２９年度

都市基盤部防災・都市安全分野から　→ 生活・交通安全分野　（新設）

企画分野



2

分野 主な所管事務 分野 主な所管変更事務

青少年地区委員会、地域づくり啓発助成

地域子ども施設計画 地域子ども施設計画

民間学童クラブ運営補助 地域子育て支援（乳幼児親子支援活動助成含む）

子育てひろば補助 民間運営施設管理

児童館運営

キッズ・プラザ運営

学童クラブ運営

地域子ども施設管理

総合相談（保健福祉相談等） 総合相談（保健福祉相談等）

個別支援（精神保健相談・支援等） 個別支援（精神保健相談・支援等）

地域子ども家庭支援（乳幼児健診等） 地域子ども家庭支援（乳幼児健診等）

地域健康活動支援 地域健康活動支援

高齢者施設介護予防事業 地域介護予防事業推進

健康・生きがいづくり 健康・生きがいづくり

すこやか福祉センター運営 すこやか福祉センター運営

区民活動センター運営 区民活動センター運営

高齢者会館運営 高齢者会館運営

支えあい推進 支えあい推進

地域子ども施設管理（児童館運営）

地域子ども施設管理（キッズ・プラザ運営）

地域子ども施設管理（学童クラブ運営）

平成２８年度 平成２９年度

地域活動推進分野

地域支援分野

子ども教育部子育て支援分野から　→

【地域支えあい推進室】

すこやか福祉センター
地域ケア分野

（名称変更）

すこやか福祉センター
地域支援分野

（名称変更）

地域ケア分野から　→

地域ケア分野 →　すこやか福祉センター地域支援分野へ
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分野 主な所管事務 分野 主な所管変更事務

特定健診・保健指導（国保）

糖尿病予防対策（国保）

分野 主な所管事務 分野 主な所管変更事務

地域青少年育成活動支援 地域青少年育成活動支援

健全育成（成人のつどい・親子農園） 健全育成（成人のつどい・親子農園）

青少年地区委員会、地域づくり啓発助成

乳幼児親子支援活動助成(子育てひろば部分)  

分野 主な所管事務 分野 主な所管変更事務

特定健診・保健指導（国保）

糖尿病予防対策（国保）

予防対策（予防接種等） 予防対策（予防接種等）

感染症対策 感染症対策

結核予防 結核予防

大気汚染医療費助成 大気汚染医療費助成

区民健診 → 区民健診

生活習慣病予防対策 → 生活習慣病予防対策

→ 地域医療（休日医療、救急医療）

取組強化 → 健康企画

健康づくり活動支援 → 健康づくり活動支援

スポーツ スポーツ

生涯学習 生涯学習

文化財 文化財

【健康福祉部】

平成２８年度 平成２９年度

保健予防分野

→　区民サービス管理部へ

保健予防分野

健康推進分野　（新設）福祉推進分野から

子育て支援分野

→　地域支えあい推進室へ

【区民サービス管理部】

保険医療分野

【子ども教育部・教育委員会事務局】

平成２８年度 平成２９年度

平成２８年度 平成２９年度

健康福祉部保健予防分野から　→

子育て支援分野

健康・スポーツ分野 文化・スポーツ分野
　　　　　　　　（名称変更）
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分野 主な所管事務 分野 主な所管変更事務

住宅施策 → 住宅政策・住宅ストック活用

住宅運営 → 住宅運営

都市施設（交流拠点まちづくり） → 地域まちづくり分野 まちづくり計画（交流拠点まちづくり）

防災・都市安全分野から　→ 都市計画分野 交通政策

道路管理 →　道路分野へ（分野再編）

公園維持・管理 →　公園分野へ（分野再編）

道路維持・整備 →　道路分野へ（分野再編）

公園整備 →　公園分野へ（分野再編）

道路・公園管理分野から　→ 道路管理

都市基盤整備分野から　→ 道路維持・整備

地域美化活動の推進

防災・都市安全分野から　→ 放置自転車対策

自転(動)車駐車場運営

道路・公園管理分野から　→ 公園維持・管理

都市基盤整備分野から　→ 公園整備

災害対策 災害対策

地域防災 地域防災

防災計画 防災計画

復興支援（復興広域協働・職員派遣）

地域の生活安全 →　経営室へ

交通安全啓発

地域美化活動の推進

放置自転車対策

自転(動)車駐車場運営

地域交通整備→交通政策 →　都市計画分野へ

道路分野

公園分野

防災・都市安全分野

防災分野　　（名称変更）

→　道路分野へ

道路・公園管理分野

都市基盤整備分野

【都市基盤部】

平成２８年度 平成２９年度

　都市計画分野
住宅政策分野　（新設）


	
	別紙（所管変更）


