
令和２年度からの組織機構改革について 

１．趣旨 

  令和２年７月１日に予定される統合庁舎の運用開始及び行政センター業務の縮小、

また、前回平成２８年度に行った組織機構改革から４年が経過し、社会情勢及び行

政課題が変化していることに対応するため、令和２年４月１日（一部は７月１日）

から、分庁舎方式によって生じていた事務の非効率を改めるなど、より向上した市

民サービスの提供、事務の効率化及び円滑化を図るため、組織機構改革を実施する。 

２．組織機構改革の主なねらい 

（１）部 

・市長政策部を「総合政策部」及び「総務部」に分割・改称し、「総合政策部」

は、地方創生推進課改め「政策推進課」、「情報政策課」及び市民協働部から

移管させる「エコビレッジ推進課」の３課体制とし、総合計画、総合戦略、

ＳＤＧｓ等の重点施策の推進と、部局間の連携・調整を図ることとする。 

・「総務部」は、「総務課」、「財政課（検査室と統合）」及び「行革・施設管理課

の３課体制とし、管理部門の集約を図る。 

（２）課・室 

   ・市民生活課を「市民課」に改称し、「市民センター」を所管することで、戸籍

住民係と共に窓口業務の一体的な運用を図る。 

   ・市民協働部に「生活環境課」を設置し、廃棄物処理等の環境衛生、生活安全

など、市民の生活環境に密着した業務の集約を図る。 

   ・市民協働部に「地域振興室」を設置し、イベント等の支援業務について、業

務の移行までの間暫定的に所管するとともに、行政センターの地域振興部門

の各課へのスムーズな移行に向けた支援を行う。 

   ・農林課を「農政課」に改称し、新たに「林政課」を設け、増大していた農林

課の業務を分割してスムーズな事務の遂行を図る。 

   ・建設課及び都市計画課を、改良系の業務を所管する「建設整備課」と維持系

の業務を所管する「建設維持課」に改編し、業務の集約を図る。 

 （３）係 

   ・エコビレッジ推進係を「ＳＤＧｓ推進係」に改称し、新たに「環境政策係」

を設けることで、ＳＤＧｓの推進、環境基本条例の制定等に向けた体制を整

える。 

   ・市民生活課の「国保・年金係」を健康課に移管し、国保事業と市の保健事業

のスムーズな連携を図る。 

３．各所属の増減 

 増 減 

部 １ ０

課・室 ３ ３

係 ５ ２

  ※課・室の減少には８行政センターを含まない。 

  ※係の増加には８市民センター及びケア部本庁舎窓口を含まない。 

資料４ 
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１．部の再編

令和2年3月31日まで 令和2年4月1日から

部（5部） 部（6部）

部（1部） 部（1部）

市長政策部

総 務 部

総合政策部

市民協働部

ブランド戦略部

ふるさと整備部

地域包括医療ケア部

市民協働部

ブランド戦略部

ふるさと整備部

地域包括医療ケア部

部（1部） 部（1部）

・市長政策部を分割・改称し、「総合政策部」及び「総務部」を設置
　　　→市長政策部改め総合政策部にエコビレッジ推進課を移管させるため、総合政策部の所管が
　　　大きくなることにより分割するもの。また、施策推進に当たる企画部門と、管理に当たる総務
　　　部門を分離するもの
・担当部長は「地域包括医療ケア部」内にのみ設置し、福祉課及び健康課を所管する。

教育部 教育部
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２．課の再編

市長政策部 総合政策部
総務課 政策推進課
地方創生推進課 情報政策課
情報政策課 エコビレッジ推進課
財政課
行革・施設管理課
検査室 総務部

総務課
財政課　※検査室統合
行革・施設管理課

＜総合政策部（改称）＞
　・総務課、財政課、行革・施設管理課及び検査室を総務部に移管し、地方創生推進課を
　　「政策推進課」に改称
＜総務部（新設）＞
　・検査室を廃止し、検査係を財政課に組み込む。

市民協働部 市民協働部
市民生活課 市民課
税務課 市民センター　※7/1予定
エコビレッジ推進課 税務課
南砺で暮らしません課 生活環境課
行政センター 南砺で暮らしません課

地域振興室

＜市民協働部＞

令和2年4月1日から令和2年3月31日まで

＜市民協働部＞
　・市民生活課を「市民課」に改称し、行政センター改め「市民センター」を所管
　　→戸籍住民係と市民センターを所管することで、窓口業務の一体的な運用を図るもの
　・市民生活課の生活安全衛生係とエコビレッジ推進課の環境保全係を移管して新たに「生活
　　環境課」を設置
　　→市民課の所管業務が多くなるため、環境衛生、生活安全等を所管する課を新設するもの
　・エコビレッジ推進課を総合政策部に移管
　　→SDGsなど、市総合計画と調整を図って庁内横断的な展開が必要となるため
　・南砺で暮らしません課に「地域振興室」を新たに設置
　　→行政センターが携わってきたイベント等の業務を行うため

ブランド戦略部 ブランド戦略部
農林課 農政課
商工課 林政課
企業誘致推進室 商工企業立地課　※企業誘致推進室統合

交流観光まちづくり課 交流観光まちづくり課
文化・世界遺産課 文化・世界遺産課

＜ブランド戦略部＞
　・農林課を「農政課」に改称し、「林政課」を新設
　　→建設課の農林施設整備係の業務を所管させるため、農林課の業務量が大きくなることに
　　　よる（農道及び林道は、それぞれ農政課及び林政課で所管する。）。
　・企業誘致推進室を廃止して商工課に組み込み、商工課を「商工企業立地課」に改称
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ふるさと整備部 ふるさと整備部
建設課 建設整備課
利賀ダム対策室 建設維持課

都市計画課 利賀ダム対策室
上下水道課 上下水道課

＜ふるさと整備部＞
　・建設課と都市計画課を改編して「建設整備課」及び「建設維持課」を設置（利賀ダム対策室
　　は、建設維持課で所管）
　　→建設課と都市計画課では、道路改良に係る国の交付金は同じものを用いていることもあり、
　　　県にならい、改良系の課（建設整備課）と維持系の課（建設維持課）とするもの

地域包括医療ケア部 地域包括医療ケア部
医療課 医療課
地域包括ケア課 地域包括ケア課
地域包括支援センター 地域包括支援センター

福祉課 福祉課
健康課 地域包括医療ケア部本庁舎窓口

健康課

＜地域包括医療ケア部＞
　・福祉課に、統合庁舎における地域包括医療ケア部全体の窓口となる「地域包括医療ケア部
　　本庁舎窓口」を設置
　　→ケア部全体の窓口を統合庁舎に設けることで、市民の利便性向上を図る。

教育部 教育部
教育総務課 教育総務課
生涯学習スポーツ課 生涯学習スポーツ課
スキー国体推進室 こども課

こども課こども課

＜教育部＞
　・スキー国体推進室の廃止
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３．係の再編

（１）エコビレッジ推進課

課 係（2係） 課 係（2係）

エコビレッジ推進係 SDGs推進係

環境保全係 環境政策係

　・エコビレッジ推進係を「SDGs推進係」に改称
　・環境保全係の所管業務のうち、環境政策に関する業務を残して「環境政策係」に改称し、
　　廃棄物の減量化等環境保全係の他の業務は新設の「生活環境課」に移管

（2）財政課

課 係（2係） 課 係（3係）

財政係 財政係

管財係 管財係

契約検査係

室 係（1係）

検査室 検査係

令和２年３月３１日まで 令和２年４月１日から

令和２年３月３１日まで 令和２年４月１日から

エコビレッジ推進課

財政課
財政課

エコビレッジ推進課

　・財政課と検査室を統合し、財政課に契約業務と検査を所管する「契約検査係」を設置

（3）行革・施設管理課

課 係（3係） 課 係（2係）

行革推進係 行革・施設再編係

施設再編係 施設管理係

施設管理係

　・行革推進係と施設再編係を統合して「行革・施設再編係」を設置

令和２年３月３１日まで 令和２年４月１日から

行革・施設
管理課

行革・施設
管理課
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（4）市民課（改称）

課 係（3係） 課 係（1係、8ｾﾝﾀｰ）

生活安全衛生係 戸籍住民係

戸籍住民係 各市民センター

国保･年金係 ※市民センターは7/1予定

　・市民生活課を「市民課」に改称し、生活安全衛生係を新設の「生活環境課」へ、国保・年金係を
　　健康課に移管
　・「市民センター」を市民課所管とし、戸籍住民係との連携を円滑にして一体的に窓口業務を行う。

（5）生活環境課（新設）

課 係（2係） 課 係（2係）

エコビレッジ推進係 生活衛生係

環境保全係 生活安全係

令和２年３月３１日まで 令和２年４月１日から

市民生活課

各行政センター

市民課

エコビレッジ推進課 生活環境課

令和２年３月３１日まで 令和２年４月１日から

課 係（3係）

生活安全衛生係

戸籍住民係

国保･年金係

　・エコビレッジ推進課の環境保全係及び市民生活課の生活安全衛生係をそれぞれ「生活衛生係」
　　及び「生活安全係」に改称し、新設する「生活環境課」に移管

（6）地域振興室（新設）

室 係（1係）

地域振興室 地域振興係

　・「地域振興室」を南砺で暮らしません課に新設し、行政センターで行っていたイベント等を所管
　　　する「地域振興係」を設置
　　→設置は暫定的なものとし、実行委員会等に業務を引き渡していくことを主とする。

令和２年４月１日から

市民生活課
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（7）農政課（改称）

課 係（4係） 課 係（3係）

農政係 農政係

農産振興係 農産振興係

林政係 農地整備係

地籍調査係

課 係（4係）

道路係

道路河川維持係

用地係

農林施設整備係

　・農林課を改称して「農政課」とし、農政係及び農産振興係に加え、建設課の農林施設整備係
　　のうち、農道を含む農地整備に関する業務を所管する農地整備係を設置

（8）林政課（新設）

農政課

令和２年３月３１日まで 令和２年４月１日から

農林課

令和２年３月３１日まで 令和２年４月１日から

建設課

課 係（4係） 課 係（2係）

農政係 林政係

農産振興係 森林整備係

林政係

地籍調査係

課 係（4係）

道路係

道路河川維持係

用地係

農林施設整備係

　・「林政課」を新設し、林政係に加え、建設課の農林施設整備係のうち林道を含む森林整備に関
　　する業務を所管する森林整備係を設置

令和２年３月３１日まで 令和２年４月１日から

農林課

建設課

林政課
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（9）商工企業立地課（改称）

課・室 係（2係） 課 係（3係）

振興係 地域経営係

商工係 事業者支援係

企業立地雇用推進係

　・商工課を「商工企業立地課」に改称。また、振興係を「地域経営係」へ、商工係を「事業者
　　支援係」にそれぞれ改称
　・企業誘致推進室を廃止して「企業立地雇用推進係」を設置

（10）交流観光まちづくり課

課・室 係（2係） 課 係（2係）

ブランドプロモーション係 ブランドプロモーション・交流係

交流観光係 観光施設係

　・ブランドプロモーション係及び交流観光係について、業務の実態に即したものとするため、それ
　　ぞれ「ブランドプロモーション・交流係」及び「観光施設係」に改称

令和２年３月３１日まで 令和２年４月１日から

商工課

　　　　企業誘致推進室

商工企業
立地課

令和２年３月３１日まで 令和２年４月１日から

交流観光
まちづくり課

交流観光
まちづくり課
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（11）建設整備課（改編）

課 係（4係） 課 係（3係）

道路係 道路建設係

道路河川維持係 街路係

用地係 用地・地籍係

農林施設整備係

課 係（2係）

都市整備係

建築住宅係

課 係（4係）

農政係

農産振興係

林政係

地籍調査係

建設課と都市計画課を改編して「建設整備課」を設置し それぞれ道路改良業務を所管する

令和２年３月３１日まで 令和２年４月１日から

建設課
建設整備課

都市計画課

農林課

・建設課と都市計画課を改編して「建設整備課」を設置し、それぞれ道路改良業務を所管する
　　道路係と都市整備係を改編した「道路建設係」及び「街路係」を設置。また、用地係に市道
　　認定等の業務と農林課の地籍調査係を移管させた「用地・地籍係」を設置
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（12）建設維持課（改編）

課 係（4係） 課 係（3係）

道路係 道路維持係

道路河川維持係 住宅係

用地係 公園・河川係

農林施設整備係

課 係（2係）

都市整備係

建築住宅係

　・建設課と都市計画課を改編して「建設維持課」を設置し、それぞれ道路河川維持係と都市
　　整備係を改編して「道路維持係」及び「公園・河川係」を設置。また、建築住宅係を「住宅係」
　　と改称して設置する。
　・利賀ダム対策室を所管

（13）健康課

課・ｾﾝﾀｰ 係（1係） 課・センター 係（2係）

令和２年３月３１日まで 令和２年４月１日から

都市計画課

建設維持課

令和２年３月３１日まで 令和２年４月１日から

建設課

健康課 保健係 保健係

国保・年金係

課 係（3係）

生活安全衛生係

戸籍住民係

国保･年金係

　・市民生活課から国保・年金係を移管
　　→健診等の業務において部局を越えた事務となっていたため、同一の課に所管させることにより、
　　　業務の効率化を図る。

市民生活課

健康課
　　　　保健センター

　　　保健センター
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