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令和２年４月１日付け組織改正（案）について 

 

 

１ 基本的な考え方 

区政の重点課題・緊急課題への対応や、事業見直し等に伴う体制を整備するため、

令和２年４月１日付け組織改正を実施する。 

 

２ 組織図（案） 

  別紙のとおり 

 



令和2年4月1日付け組織改正（案）

廃止前又は変更前

新設又は変更後



所管部 改正内容

〇地域防災計画の見直し及
び多発する自然災害に対す
る防災力の強化に向け、危
機管理室及び副参事（防災
推進担当）を危機管理部及
び副参事（防災計画担当）
に改組する。

〇ふるさと納税対策をはじ
めとする財源確保に向けた
取組みを一体的に進めるた
め、ふるさと納税対策担当
課を廃止し、副参事（ふる
さと納税・財源対策担当）
を新設するとともに、ふる
さと納税対策担当課の業務
を財政課に移管する。

〇政策研究機能をより効果
的に発揮するとともに、国
勢調査等の統計調査業務を
円滑に実施するため、政策
研究・調査課を政策研究担
当課及び統計調査担当課に
改組する。

〇ＩＣＴを活用した効率的
な行政運営の一層の推進を
図るため、情報政策課をＩ
ＣＴ推進課に改組する。

危機管
理室

危機管理室 危機管理部

災害対策課 災害対策課

地域生活安全課

副参事(防災推進担当)

地域生活安全課

副参事(防災計画担当)

政策経
営部

政策経営部政策経営部

政策企画課

経営改革・官民連携担当課

広報広聴課

情報政策課

副参事(領域連携担当)

統計調査担当課

財政課

ＩＣＴ推進課

副参事(ふるさと納税・財
源対策担当)

財政制度担当参事

副参事(公共施設利活用担
当)

財政制度担当参事

現行 改正組織

副参事(区史編さん担当)

副参事(公共施設利活用担
当)

副参事(領域連携担当)

政策企画課

経営改革・官民連携担当課

政策研究担当課

財政課

広報広聴課

副参事(区史編さん担当)

ふるさと納税対策担当課

政策研究・調査課
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所管部 改正内容

〇区民生活領域の政策強化
及び重要施策等の推進に取
り組むため、生活文化部を
生活文化政策部に改組す
る。

〇東京２０２０大会の開催
及び大会後の障害者スポー
ツやスポーツ施設整備を推
進するため、副参事（オリ
ンピック・パラリンピック
特命担当）を新設する。

副参事(領域連携担当)

区民健康村・ふるさと交流
課

人権・男女共同参画担当課

国際課

番号制度・マイナンバー
カード交付推進担当課

○マイナンバーカードの更
なる交付促進及び利活用に
向けた体制の強化を図るた
め、窓口調整・番号制度担
当課を番号制度・マイナン
バーカード交付推進担当課
に改組する。

現行 改正組織

文化・芸術振興課

市民活動・生涯現役推進課

生活文化政策部生活文
化部

副参事(領域連携担当)

区民健康村・ふるさと交流
課

人権・男女共同参画担当課

生活文化部

国際課

文化・芸術振興課

市民活動・生涯現役推進課

スポー
ツ推進
部

スポーツ推進部 スポーツ推進部

スポーツ推進課

オリンピック・パラリン
ピック担当課

副参事(ホストタウン調整
担当)

ホストタウン調整担当参事

スポーツ推進課

ホストタウン調整担当参事

副参事(ホストタウン調整
担当)

オリンピック・パラリン
ピック担当課

副参事(オリンピック・パ
ラリンピック特命担当)

副参事(領域連携担当) 副参事(領域連携担当)

地域行
政部

地域行政部 地域行政部

地域行政課 地域行政課

住民記録・戸籍課 住民記録・戸籍課

窓口調整・番号制度担当課
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所管部 改正内容

児童相談所開設準備担当部

児童相談所開設準備担当課

児童相談所運営計画担当課

一時保護所開設準備担当課

副参事(児童相談所準備担
当)(５)

梅ヶ丘
拠点整
備担当
部

梅ヶ丘拠点整備担当部

地域包括ケア担当参事

現行 改正組織

保健福
祉部

保健福祉部 保健福祉政策部

副参事(領域連携担当)

調整・指導課 保健福祉政策課

生活福祉担当課

保健医療福祉推進課

国保・年金課

保険料収納課

地域包括ケア担当参事

副参事(領域連携担当)

副参事(計画担当)

保険料収納課

生活福祉課

国保・年金課

梅ヶ丘拠点整備担当課

子ども育成推進課

子ども家庭課

児童課

子ども家庭課

若者支援担当課

子ど
も・若
者部

子ども・若者部

副参事(子ども家庭専門指
導担当)

若者支援担当課

副参事(子ども家庭専門指
導担当)
副参事(児童相談所・子ど
も家庭支援連携担当)(５)

児童相談支援課

児童課

子ども・若者部

子ども育成推進課

児童相
談所開
設準備
担当部

児童相
談所

児童相談所

副所長

一時保護課

〇保健福祉領域の政策強化
及び重要施策等の推進に取
り組むため、保健福祉部を
保健福祉政策部に改組す
る。

○保健、医療、福祉に係る
政策の総合的な推進及び地
域包括ケアシステムの構築
に向けた運営体制の強化を
図るため、調整・指導課及
び副参事（計画担当）を保
健福祉政策課及び保健医療
福祉推進課に改組する。

〇生活福祉担当課業務の一
層の推進を図るとともに、
ひきこもり支援対策を総合
的に進めるため、生活福祉
担当課を生活福祉課に改組
する。

○梅ヶ丘拠点整備完了に伴
い、梅ヶ丘拠点整備担当部
を廃止する。

〇予防型の児童相談行政の
着実な推進に向け、子ども
家庭課及び児童相談所開設
準備担当部から業務を移管
し、子育て支援施策と児童
相談所業務の円滑な連携・
調整業務を担う児童相談支
援課を新設する。

○児童相談所と子ども家庭
支援センターの一元的運用
に向けた連携・調整機能を
強化するため、副参事（児
童相談所・子ども家庭支援
連携担当）を新設し、保健
福祉センター子ども家庭支
援課長が兼務する。

○児童相談所に副所長及び
一時保護課を設置する。

○児童相談所開設に伴い、
児童相談所開設準備担当部
を廃止する。
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所管部 改正内容現行 改正組織

保育認定・調整課

〇保育担当部業務の一層の
推進を図るため、保育担当
部を保育部に改組する。

保育部

保育課

保育認定・調整課

保育計画・整備支援担当課

副参事(幼児教育・保育推
進担当)

保育担
当部

保育担当部

保育課

保育計画・整備支援担当課

副参事(幼児教育・保育推
進担当)
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所管部 改正内容

土木部 土木部 土木部

土木計画課 土木計画調整課

交通安全自転車課

〇都市整備政策部を中心に
領域内における政策強化及
び重要施策等を推進するた
めの体制の位置づけを明確
にするとともに、区民に分
かりやすい組織名称とする
ため道路・交通政策部を道
路・交通計画部に改組す
る。

〇土木施設の機能管理業務
の円滑化を図るため、道路
指導課の業務を土木部に移
管する。

○土木施設の機能管理業務
の円滑化を図るため、道
路・交通政策部から道路指
導課の業務を移管し、土木
計画調整課に改組する。

○流域対策等の豪雨対策、
公共下水道受託事業の拡大
及び分流式下水道整備の推
進を図るため、土木計画課
の業務を一部移管し、豪雨
対策・下水道整備課を新設
する。豪雨対策推進担当参事

工事第二課

豪雨対策推進担当参事

交通安全自転車課

工事第一課 工事第一課

工事第二課

豪雨対策・下水道整備課

道路・
交通政
策部

交通政策課 交通政策課

副参事(外環調整担当)

道路計画課 道路計画課

道路事業推進課

道路・交通政策部 道路・交通計画部

道路事業推進課

道路管理課 道路管理課

道路指導課

副参事(外環調整担当)

都市整
備政策
部

都市整備政策部 都市整備政策部

建築調整課 建築調整課

建築審査課 建築審査課

副参事(領域連携担当)(２) 副参事(領域連携担当)(２)

都市計画課 都市計画課

都市デザイン課 都市デザイン課

○マンション管理状況届出
制度への対応や住宅確保要
配慮者への支援施策のため
の居住支援協議会運営の強
化など、機動的に展開して
いくため、住宅課を住宅管
理課に改組するとともに、
居住支援課を新設する。

住宅管理課

居住支援課

現行 改正組織

市街地整備課 市街地整備課

住宅課
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所管部 改正内容現行 改正組織

教育次
長

教育次長 教育総務部

学校健康推進課 学校健康推進課

教育環境課 教育環境課

副参事(教育施設担当) 副参事(教育施設担当)

副参事(領域連携担当) 副参事(領域連携担当)

教育総務課

学務課 学務課

幼児教育・保育推進担当課 幼児教育・保育推進担当課

〇領域内における政策強化
及び重要施策等を推進する
ための体制の位置づけを明
確にするとともに、区民に
分かりやすい組織名称とす
るため、教育次長を教育総
務部に改称する。

教育総務課
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