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 平成３０年(2018年)１１月８日 

建 設 委 員 会 資 料 

都 市 政 策 推 進 室 

地 域 ま ち づ く り 推 進 部 

都 市 基 盤 部 

 

組織改正（案）について 

 

 

区は、区民にとって分かりやすく、区政を効果的かつ効率的に運営できる組

織を構築し、また、平成３１年度に向けた新たな区政課題への対応や、取り組

みの改善を図るため、組織見直しの考え方をまとめた。 

今回、組織見直しの考え方に基づき、次のとおり組織改正（案）として整理

したので報告する。 

 

１ 組織見直しの考え方 

(1) 経営本部体制を廃止し、構成している４室を部として再編する。 

(2) 部の事務を分掌させるため、部に課を設置し、課に課長を置く。課の事

務を分掌させるため、課に係を置く。 

(3) 組織の適正規模の観点から組織を見直す。 

(4) 関連性の強い事業や事務の統合、移管により、効率的・効果的な執行体

制を確保する。 

 

２ 主な改正内容（案） 

(1) ４室６部を９部に再編する。 

(2) 決算の分析結果や新公会計を次年度の予算編成へ反映させるため、予算

と決算を企画部内の１つの部署で所管し、予算と決算を一連の流れとし

て位置付ける。 

(3) 区民の関心事や情報提供に係るニーズを把握し、それを広報活動に生か

すため、広聴機能と広報機能を同一の部署に統合し、企画部内に位置付

け、一体的に取り組む。 

(4) 行政評価と業務改善を企画部内の１つの部署で所管し、評価と改善を一

連の流れとして位置付ける。 

(5) 情報政策と情報システムの運用を企画部に位置付け、一体的に取り組む。 

(6) 防災、危機管理、生活安全に係る組織を総務部に整理し、担当部長を置

いて一体的に取り組む。 

(7) 産業振興、都市観光、文化施策及び国際交流の一層の充実を図るため、

文化産業観光担当部長を配置し、区民部内に位置付け、一体的に取り組

む。 
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(8) 子どもの相談支援など子どもに係る体制強化を図るため、子ども教育部

に子ども家庭支援担当部長を配置するとともに、地域子ども施設（児童

館、学童クラブ、キッズ・プラザ、子育てひろば）を地域支えあい推進

室から子ども教育部へ移管し、子ども・子育てに係る事業の一体的な事

業展開を図る。 

(9) 高齢者における地域包括ケアシステムの推進に必要な施策・事業を一体

的に進めるため、区民サービス管理部の介護保険事業及び地域包括ケア

の推進に密接に関連する健康福祉部の高齢者サービス等に係る事業を地

域支えあい推進部に移管する。 

(10) 環境部生活環境分野の事務（環境公害除く）を健康福祉部（保健所）に

移管し、保健所において健康推進や保健予防の事務と一体的に取り組む。 

(11) みどりの基本計画などの緑化推進の事務を、環境部から都市基盤部に移

管し、公園整備の中で一体的に取り組む。 

(12) 区内のまちづくりを一体的かつ効率的・効果的に進めるため、まちづく

り推進部を新設し、中野駅周辺まちづくり、西武新宿線沿線まちづくり

及び木密地域の防災まちづくり等を１つの部に統合する。また、中野駅

周辺まちづくりは、計画、調整、整備を一貫して行うため、中野駅周辺

まちづくり担当部長を配置し、着実な推進を図る。 

 

３ 組織改正（案） 

 別紙のとおり 

 

４ 今後のスケジュール 

  平成３０年 第４回定例会へ組織条例改正に係る議案提出 



※ は、部間の変更を含む箇所

分野 部
政策室 企画分野 企画部

予算分野 財政（予算・決算）
広報分野
業務マネジメント改革分野

経営室 経営分野 総務部
人事分野
施設分野
行政監理分野 経理
経理分野
用地分野 （防災危機管理担当部長）
生活・交通安全分野 （危機管理官） 防災
新区役所整備分野

（新区役所整備担当部長）

産業振興分野
都市観光・地域活性化分野
中野駅周辺まちづくり分野

地域活動推進分野
地域包括ケア推進分野

（すこやか福祉センター） 地域支援分野
地域ケア分野

区民サービス分野 区民部
情報システム分野 戸籍住民
戸籍住民分野
税務分野
保険医療分野 (文化産業観光担当部長)
介護保険分野

教育委員会事務局 子ども教育部経営分野 教育委員会事務局 ※
学校教育分野 子ども教育部 ※
子育て支援分野 ※
子ども特別支援分野 ※
保育園・幼稚園分野 教
幼児施設整備分野 教
子ども教育施設分野 教

教
※

（子ども家庭支援担当部長） 子ども家庭支援 ※
子ども家庭支援センター ※
児童相談所設置準備 ※
育成活動推進（地域子ども施設含む） ※

※

地域支えあい推進部
（地域包括ケア推進担当部長）

(すこやか福祉センター)

健康福祉部 福祉推進分野 健康福祉部
健康推進分野

（保健所） 保健予防分野
文化・スポーツ分野
障害福祉分野 （保健所） 保健企画（健康推進、保健事業含む）
生活援護分野

生活衛生

子ども教育施設

子ども特別支援
※印は、教育委員会事務局、子ども教育部兼務

地域活動推進

福祉推進
スポーツ振興（オリンピック・パラリンピック推進含む）
障害福祉
生活援護

保健予防

地域包括ケア推進（関連する高齢者サービス等含む）
介護保険
地域支援管理
地域ケア事業

教育センター

産業・都市観光
文化・国際交流（生涯学習含む）

子ども・教育政策

保育施設利用調整
幼児施設整備
学校再編・地域連携
指導室
学校教育

子ども教育部 保育園・幼稚園

保険医療

(新区役所整備担当部長） 生活安全
新区役所整備

都市政策推進室

地域支えあい推進室

区民サービス管理部 区民サービス（消費生活センター含む）

税務

人事
施設

（危機管理担当部長）
（危機管理官） 用地

危機管理

総務

（別紙）

平成３１年度　組織改正（案）

平成３０（２０１８）年度 平成３１（２０１９）年度　（案）
部 主な事務分掌

企画

広聴・広報
業務改善（行政評価含む）
情報政策
情報システム

網掛け
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分野 部
環境部 地球温暖化対策分野 環境部

ごみゼロ推進分野
清掃事務所
生活環境分野

まちづくり企画分野
北東部まちづくり分野
北西部まちづくり分野
西部まちづくり分野
東部・南部まちづくり分野

都市基盤部 都市計画分野 都市基盤部
道路分野
公園分野 道路（整備、管理）
建築分野
住宅政策分野 建築
防災分野

まちづくり推進部

中野駅周辺まちづくり
（中野駅北部担当）
（中野駅南部担当）
（中野駅地区都市施設計画担当）
（中野駅周辺基盤整備担当）

会計室 会計室
選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局
監査事務局 監査事務局
区議会事務局 区議会事務局

まちづくり計画
（西武新宿線野方駅以西区間、防災まちづくりなど）

まちづくり事業
（西武新宿線事業中区間、不燃化特区、街路事業など）

（中野駅周辺まちづくり担当
部長）

みどり公園（緑化推進含む）

住宅政策

平成３０（２０１８）年度 平成３１（２０１９）年度　（案）
部 主な事務分掌

環境
ごみゼロ推進
清掃事務所

地域まちづくり推進部

都市計画
交通企画（自転車、交通ネットワーク）
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