
令和４年度 組織機構改革 

 

 総合計画の着実な推進と新たな行政課題に的確に対処するため、令和４年度の組織

機構改革を以下のとおり実施する。 

 

１ 課の新設 

〇 脱炭素社会に向けた政策の推進体制を強化するため、環境政策課と再生可能エネ

ルギーのまち推進課を統合し、「ゼロカーボンシティ推進課」を新たに設置する。 

 

２ 課室の統廃合 

〇 規模の小さな課室を廃止し、業務を他課に移管することで、組織のスケールメリ

ットを活かした効率的な業務執行体制を確立する。 

・未来創生戦略室を廃止し、業務を政策企画課へ統合 

・シティプロモーション課を廃止し、業務を政策企画課、広報広聴課、観光プロ 

 モーション課（観光振興課から名称変更）へ移管 

 

３ 部、課・室数 

 ○ 改革後   

 令和４年度（対前年度比） 

部 １８（ ― ） 

課 ９３（▲２） 

室 ４（▲１） 
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新旧対照表

備考

防災危機管理課 防災危機管理課

行政課 行政課

人事課 人事課

情報企画課 情報企画課

行政デジタル推進室 行政デジタル推進室

財政課 財政課

資産経営課 資産経営課

契約検査課 契約検査課

市民税課 市民税課

資産税課 資産税課

納税課 納税課

政策企画課 政策企画課 未来創生戦略室を統合

未来創生戦略室 （政策企画課に統合）

秘書課 秘書課

広報広聴課 広報広聴課

シティプロモーション課 （政策企画課、広報広聴課、観光プロモー
ション課に業務を移管し廃止）

首都圏活動センター 首都圏活動センター

市民協働推進課 市民協働推進課

市民課 市民課

安全生活課 安全生活課

多文化共生・国際課 多文化共生・国際課

「文化のまち」づくり課 「文化のまち」づくり課

「スポーツのまち」づくり課 「スポーツのまち」づくり課

図書館 図書館

福祉政策課 福祉政策課

国保年金課 国保年金課

長寿介護課 長寿介護課

障害福祉課 障害福祉課

生活福祉課 生活福祉課

総合老人ホーム 総合老人ホーム

子育て支援課 子育て支援課

こども未来館 こども未来館

こども若者総合相談支援センター こども若者総合相談支援センター

保育課 保育課

健康政策課 健康政策課

感染症対策室 感染症対策室

健康増進課 健康増進課

こども保健課 こども保健課

生活衛生課 生活衛生課

食肉衛生検査所 食肉衛生検査所

こども発達センター こども発達センター

環境政策課 ゼロカーボンシティ推進課
名称変更及び再生可能エネルギーのまち推

進課を統合

廃棄物対策課 廃棄物対策課

環境保全課 環境保全課

再生可能エネルギーのまち推進課 （環境政策課に統合）

収集業務課 収集業務課

資源化センター 資源化センター

施設建設室 施設建設室

埋立処理課 埋立処理課

令和３年度 令和４年度

総務部 総務部

財務部 財務部

企画部 企画部

市民協創部 市民協創部

文化・スポー
ツ部

文化・スポー
ツ部

福祉部 福祉部
福
祉
事
務
所

福
祉
事
務
所

こども
未来部

こども
未来部

福

祉

事

務

所

福

祉

事

務

所

健康部

保
健
所 健康部

保
健
所

環境部 環境部

福
祉

事
務
所

福
祉

事
務
所
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備考令和３年度 令和４年度

産業政策課 産業政策課

地域イノベーション推進室 地域イノベーション推進室

商工業振興課 商工業振興課

観光振興課 観光プロモーション課 名称変更及びシティプロモーション課から
業務移管

みなと振興課 みなと振興課

競輪事務所 競輪事務所

農業企画課 農業企画課

農業支援課 農業支援課

農地整備課 農地整備課

土木管理課 土木管理課

道路維持課 道路維持課

道路建設課 道路建設課

河川課 河川課

建築課 建築課

建築指導課 建築指導課

建築物安全推進課 建築物安全推進課

住宅課 住宅課

都市計画課 都市計画課

都市交通課 都市交通課

まちなか活性課 まちなか活性課

公園緑地課 公園緑地課

区画整理課 区画整理課

動植物園 動植物園

自然史博物館 自然史博物館

管理課 管理課

医療情報課 医療情報課

医事課 医事課

会計課 会計課

総務課 総務課

営業課 営業課

浄水課 浄水課

水道管路課 水道管路課

下水道施設課 下水道施設課

下水道整備課 下水道整備課

総務課 総務課

消防救急課 消防救急課

予防課 予防課

通信指令課 通信指令課

中消防署 中消防署

南消防署 南消防署

教育政策課 教育政策課

学校教育課 学校教育課

保健給食課 保健給食課

生涯学習課 生涯学習課

美術博物館 美術博物館

科学教育センター 科学教育センター

監査委員事務局 監査委員事務局

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局

農業委員会事務局 農業委員会事務局

庶務課 庶務課

議事課 議事課

　　　　　　　 ▲２課  ▲１室

産業部 産業部

建設部 建設部

都市計画部 都市計画部

総合動植物公園 総合動植物公園

市民病院 市民病院

上下水道局 上下水道局

消防本部 消防本部

教育委員会事務局 教育委員会事務局

　　１８部　９５課　５室 　　１８部　９３課　　４室

議会事務局 議会事務局

　令和３年度 　令和４年度
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