
― 人が元気 まちも元気 自慢したくなるふるさと 龍ケ崎 ― 

情報提供日： 平成３０年２月１９日 

 

第2次ふるさと龍ケ崎戦略プランの着実な実行と業務量に応じた組織体制へ 

平成30年4月1日から龍ケ崎市役所の組織機構を一部変更します 
 

龍ケ崎市では、第2次ふるさと龍ケ崎戦略プランの着実な実行と適正な業務量に応じた組織体

制の構築、人員配置等を行うため、平成30年4月1日から市役所の組織機構を一部変更します。 

 

本市では、平成29年3月に策定された第2次ふるさと龍ケ崎戦略プランの重点目標を着実に実

行するため、平成29年度に行政組織機構の一部を見直しました。 

 

今回の組織機構の一部変更では、さらなる当該重点目標に沿った組織体制を構築。さらに、

平成29年6月から7月にかけ1課等における業務量等の実態の把握を目的に実施した業務量調査及

び事務分掌調査結果の結果に基づき、適正な業務量に応じた組織体制、事務分掌、人員配置等

を行うため、行政組織機構の見直しを図るものです。 

  

変更点やその他の詳細等につきましては、別紙資料をご覧ください。 

 

 

 

 

  

■資 料 
・平成３０年度からの行政組織機構の見直しについて 

・平成３０年度行政組織機構（案） 
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平成３０年度からの行政組織機構の見直しについて 

 

１ 行政組織機構の見直しの趣旨 

 平成２９年３月に策定された第２次ふるさと龍ケ崎戦略プランの重点目標を着実に実行

するため，平成２９年度一部の行政組織機構について見直しを行ったところですが，さら

なる当該重点目標に沿った組織体制を構築するとともに，平成２９年６月から７月まで，

各課等における業務量等の実態の把握を目的に実施した業務量調査及び事務分掌調査の結

果に基づき，適正な業務量に応じた組織体制，事務分掌，人員配置等を行うため，行政組

織機構の見直しを図るものです。 

 

２ 部等の名称及び数並びに事務分掌の変更について 

 現行の６部等から７部等（教育委員会を含め８部等）とし，次のとおりの名称とします。

また，それぞれ所管する事務分掌の整理を行います。各部等における所管事務については，

次のとおりとします。 

 (1) 総務部 

   現行の総務部の事務のうち，税務・納税に関する事務を市民生活部に移管し，現行

の総合政策部の事務のうち，管財及び情報政策に関する事務の移管を受けます。 

 (2) 市長公室 

   現行の総合政策部と市長公室を新たな市長公室として統合し，現行の総合政策部の

事務のうち，管財及び情報政策に関する事務を総務部へ，男女共同参画に関する事務

を福祉部へ，営繕に関する事務を都市整備部へ移管します。  

 (3) 福祉部 

   現行の健康福祉部の事務を「福祉」と「健康づくり（健康増進）」に分け，「福祉」に

関しての事務（福祉事務所）を所管します（地域包括支援センターに関する事務を除

く。）。 

 (4) 健康づくり推進部 

   現行の健康福祉部の事務を「福祉」と「健康づくり（健康増進）」に分け，「健康づ

くり（健康増進）」に関しての事務並びに地域包括支援センター，国民健康保険，後期

高齢者医療及び国民年金の事務を所管し，地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２３条の規定により教育委員会からスポーツに関する事務（学校体育及び国民体育

大会に関することを除く。）の移管を受けます。 

 (5) 市民生活部 

   現行の市民生活部の事務を市民生活部と産業経済部に分け，「産業経済」に関する事

務（商工，農政等）以外の事務を所管し，現行の総務部から税務・納税に関する事務

の移管を受けます。 

 (6) 産業経済部 

   現行の市民生活部の事務を市民生活部と産業経済部に分け，「産業経済」に関する事

務（商工，農政等）を所管し，現行の都市環境部の事務のうち，環境及び工業団地整

備に関する事務の移管を受けます。 

 (7) 都市整備部 



   現行の都市環境部の事務のうち，環境及び工業団地整備に関する事務を産業経済部

へ移管し，現行の総合政策部から営繕に関する事務の移管を受けます。 

 (8) 教育委員会 

   現行の教育委員会の事務のうち，スポーツに関する事務を健康づくり推進部へ移管

します。 

 

３ 課等及びグループ等の名称及び数並びに事務分掌の変更について 

 現行の３８課等を４１課等とし，現行の７０グループ等を７９グループ等とし，各部等

について次のとおりの課等名及びグループ等名とし，それぞれ次のとおり事務を分掌しま

す（別紙の組織図案も参照）。 

(1) 危機管理課 

ア 危機管理政策グループ 

イ 消防防災グループ 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

(2) 総務部 

  ア 法制総務課 

   (ｱ) 政策法務グループ 

   (ｲ) 総務・選挙グループ 

  ⇒ 現行の人事行政課の事務のうち，法制・選挙グループの事務（移管する文書管理

に関する事務を除く。）を所管し,監査委員事務局が所管していた公平委員会に関す

る事務の移管を受けます。 

  イ 人事課 

   (ｱ) 人事・研修グループ 

   (ｲ) 給与・福利グループ 

  ⇒ 現行の人事行政課の事務のうち，人材育成グループの事務を所管します。 

  ウ 財政課 

   (ｱ) 財政グループ 

   (ｲ) 管財グループ 

  ⇒ 現行の財政課の事務を所管し，現行の資産管理課の事務のうち，管財に関する事

務の移管を受けます。 

  エ 情報管理課 

   (ｱ) 情報化推進グループ 

   (ｲ) 公文書管理グループ 

  ⇒ 現行の情報政策課の事務（移管するＩＣＴ推進に関する事務を除く。）を所管し，

現行の人事行政課の事務のうち，文書管理に関する事務の移管を受けます。 

  オ 契約検査課 

   (ｱ) 契約指導検査グループ 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

(3) 市長公室 

  ア 秘書課 



   (ｱ) 政策・秘書グループ 

   (ｲ) キャンプ地招致グループ 

  ⇒ 現行の秘書課の事務のうち，移管する男女共同参画に関する事務を除き，所管し

ます。 

  イ 企画課 

   (ｱ) 地域戦略グループ（定住促進担当） 

   (ｲ) 行政経営グループ（ＩＣＴ推進担当） 

   (ｳ) 再生戦略グループ 

  ⇒ 現行の企画課の事務（移管するふるさと納税及び郷土力士の応援に関する事務を

除く。）を所管し，現行の資産管理課の事務のうち，公共施設再編に関する事務及び

現行の情報政策課の事務のうち，ＩＣＴ推進に関する事務の移管を受けます。 

  ウ シティセールス課 

   (ｱ) シティプロモーショングループ 

   (ｲ) 広報広聴グループ 

  ⇒ 現行の広報広聴課及びシティセールス課の事務を所管し，現行の企画課の事務の

うち，郷土力士の応援に関する事務並びに現行の商工観光課の事務のうち，広報等

の広告掲載に関する事務及び市公式マスコットキャラクターに関する事務の移管を

受けます。 

  エ 道の駅・牛久沼プロジェクト課 

   (ｱ) 道の駅・牛久沼プロジェクトグループ 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

 (4) 福祉部 

  ア 社会福祉課 

   (ｱ) 社会福祉推進グループ 

   (ｲ) 障がい者支援グループ 

   (ｳ) つぼみ園 

  ⇒ 現行の社会福祉課の事務のうち，移管をする生活保護に関する事務及び生活困窮

者支援に関する事務を除き，所管します。 

  イ 生活支援課 

   (ｱ) 生活支援グループ 

   (ｲ) 生活保護グループ 

  ⇒ 現行の社会福祉課の事務のうち，生活保護に関する事務及び生活困窮者支援に関

する事務の移管を受けます。 

  ウ こども家庭課 

   (ｱ) 家庭子育て応援グループ（男女共同参画・少子化対策担当） 

   (ｲ) 保育グループ 

   (ｳ) 八原保育所 

   (ｴ) 子育て支援センター 

  ⇒ 現行のこども課の事務を所管し，現行の秘書課の事務のうち，男女共同参画に関

する事務の移管を受けます。 



  エ 介護福祉課 

   (ｱ) 高齢福祉グループ 

   (ｲ) 介護保険グループ 

  ⇒ 現行の高齢福祉課の事務のうち，移管する地域包括支援センターに関する事務を

除き，所管します。 

(5) 健康づくり推進部 

 ア 健康増進課 

  (ｱ) 母子保健グループ 

  (ｲ) 成人保健グループ（総合福祉施設整備担当） 

 ⇒ 現行の健康増進課の事務（移管する健康増進に係る事業に関する事務を除く。）を

所管し，現行の保険年金課の事務のうち，特定健康診査及びデータヘルス計画に関

する事務の移管を受けます。 

 イ 健幸長寿課 

  (ｱ) 地域包括支援センター 

  (ｲ) 健幸づくり推進グループ 

 ⇒ 現行の高齢福祉課の事務のうち，地域包括支援センターに関する事務及び現行の

健康増進課の事務のうち，健康増進に係る事業に関する事務の移管を受けます。 

 ウ 保険年金課 

  (ｱ) 保険グループ 

  (ｲ) 医療年金グループ 

 ⇒ 現行の保険年金課の事務のうち，移管する特定健康診査及びデータヘルス計画に

関する事務を除き，所管します。 

 エ スポーツ都市推進課 

  (ｱ) スポーツ都市推進グループ 

 ⇒ 現行のスポーツ・国体推進課の事務のうち，国民体育大会に関する事務以外の事

務の移管を受けます。 

 (6) 市民生活部 

  ア 市民窓口課 

   (ｱ) 窓口グループ 

   (ｲ) サービス調整グループ 

   (ｳ) 西部出張所 

   (ｴ) 東部出張所 

   (ｵ) 市民窓口ステーション 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

  イ 税務課 

   (ｱ) 市民税グループ 

   (ｲ) 資産税グループ 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

  ウ 納税課 

   (ｱ) 特別対策グループ 



   (ｲ) 納税グループ 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

  エ コミュニティ推進課 

   (ｱ) コミュニティ推進グループ 

   (ｲ) 市民活動推進グループ 

   (ｳ) 市民交流プラザ 

  ⇒ 現行の市民協働課の事務を所管します。 

  オ 交通防犯課 

   (ｱ) 交通政策グループ 

   (ｲ) 防犯対策グループ（空家対策担当） 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

 (7) 産業経済部 

  ア 商工観光課 

   (ｱ) 商工・統計グループ（街なか再生担当） 

   (ｲ) 観光物産グループ 

  ⇒ 現行の商工観光課の事務（移管する広報等の広告掲載に関する事務，市公式マス

コットキャラクターに関する事務及び企業立地促進に関する事務を除く。）を所管し，

現行の企画課の事務のうち，ふるさと納税に関する事務の移管を受けます。 

  イ 農業政策課 

   (ｱ) 農業総務グループ 

   (ｲ) 農業戦略グループ 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

  ウ 環境対策課 

   (ｱ) 環境政策グループ（放射線対策担当） 

   (ｲ) 環境保全グループ 

   (ｳ) 廃棄物対策グループ 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

  エ 企業立地推進課 

   (ｱ) 工業団地整備プロジェクトグループ 

   (ｲ) 企業立地促進グループ 

  ⇒ 現行の工業団地整備プロジェクト課の事務を所管し，現行の商工観光課の事務の

うち，企業立地促進に関する事務の移管を受けます。 

 (8) 都市整備部 

  ア 都市計画課 

   (ｱ) 都市計画グループ 

   (ｲ) 建築開発指導グループ 

  ⇒ 現行の都市計画課の事務のうち，移管する市営住宅に関する事務を除き，所管し

ます。 

  イ 道路整備課 

   (ｱ) 道路建設グループ 



   (ｲ) 道路保全グループ 

   (ｳ) 施設管理事務所 

  ⇒ 現行の施設整備課の事務のうち，移管する公園に関する事務を除き，所管します。 

  ウ 下水道課 

   (ｱ) 排水整備グループ 

   (ｲ) 排水保全グループ 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

  エ 都市施設課 

   (ｱ) 営繕・住宅グループ 

   (ｲ) 公園緑地グループ 

  ⇒ 現行の資産管理課の事務のうち，営繕に関する事務，現行の都市計画課の事務の

うち，市営住宅に関する事務及び現行の施設整備課の事務のうち，公園に関する事

務の移管を受けます。 

 (9) 会計課 

  ア 会計審査グループ 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

 (10) 教育委員会 

  ア 教育総務課 

   (ｱ) 総務グループ 

   (ｲ) 学務グループ 

   (ｳ) 小学校及び中学校 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

  イ 文化・生涯学習課 

   (ｱ) 文化学習推進グループ 

   (ｲ) 青少年育成グループ 

  ⇒ 現行の生涯学習課の事務を所管します。 

  ウ 国体推進課 

   (ｱ) 国体推進グループ 

  ⇒ 現行のスポーツ・国体推進課の事務のうち，国体に関する事務の移管を受けます。

なお，国体推進課は，プロジェクト課扱いとします。 

  エ 指導課 

   (ｱ) 指導グループ（小中一貫教育推進担当） 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

  オ 教育センター 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

  カ 学校給食センター 

   (ｱ) 給食グループ 

   (ｲ) 建設推進グループ 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

 (11) 行政委員会 



  ア 市議会事務局 

   (ｱ) 総務グループ 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

  イ 選挙管理委員会事務局 

  ⇒ 総務部法制総務課の兼務とし，所管事務については，現行どおりとします。 

  ウ 監査委員事務局 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

  エ 公平委員会事務局 

  ⇒ 現行の監査委員事務局の兼務から，総務部法制総務課の兼務とし，所管事務につ

いては，現行どおりとします。 

  オ 農業委員会事務局 

  ⇒ 所管事務については，現行どおりとします。 

  カ 固定資産評価審査委員会事務局 

  ⇒ 総務部法制総務課の兼務とし，所管事務については，現行どおりとします。 

 

 



平成３０年度　  行 政 組 織 機 構（案）
※ Ｇは，グループの略　

危機管理監 危機管理課 危機管理政策Ｇ 消防防災Ｇ

法制総務課 政策法務Ｇ 総務･選挙Ｇ

人事課 人事･研修Ｇ 給与･福利Ｇ

総務部 財政課 財政Ｇ 管財Ｇ

副部長
情報管理課 情報化推進Ｇ 公文書管理Ｇ

契約検査課 契約指導検査Ｇ

秘書課 キャンプ地招致Ｇ

市長公室
企画課 再生戦略Ｇ

副部長 シティセールス課 ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝＧ 広報広聴Ｇ

道の駅･牛久沼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ課 道の駅･牛久沼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄＧ

社会福祉課 社会福祉推進Ｇ 障がい者支援Ｇ つぼみ園　

福祉部
生活支援課 生活支援Ｇ 生活保護Ｇ

副部長 こども家庭課 保育Ｇ 八原保育所　 子育て支援ｾﾝﾀｰ

介護福祉課 高齢福祉Ｇ 介護保険Ｇ

健康増進課 母子保健Ｇ

市　長 副市長
健康づくり推進部

健幸長寿課 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 健幸づくり推進Ｇ

副部長 保険年金課 保険Ｇ 医療年金Ｇ

ｽﾎﾟｰﾂ都市推進課 ｽﾎﾟｰﾂ都市推進Ｇ

市民窓口課 窓口Ｇ サービス調整Ｇ 西部出張所 東部出張所 市民窓口ｽﾃｰｼｮﾝ

税務課 市民税Ｇ 資産税Ｇ

市民生活部 納税課 特別対策Ｇ 納税Ｇ

副部長
コミュニティ推進課 ｺﾐｭﾆﾃｨ推進Ｇ 市民活動推進Ｇ 市民交流プラザ

交通防犯課 交通政策Ｇ

商工観光課 観光物産Ｇ

産業経済部
農業政策課 農業総務Ｇ 農業戦略Ｇ

副部長 環境対策課 環境保全Ｇ 廃棄物対策Ｇ

企業立地推進課 工業団地整備ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄＧ 企業立地促進Ｇ

都市計画課 都市計画Ｇ 建築開発指導Ｇ

都市整備部
道路整備課 道路建設Ｇ 道路保全Ｇ 施設管理事務所

副部長 下水道課 排水整備Ｇ 排水保全Ｇ

都市施設課 営繕･住宅Ｇ 公園緑地Ｇ

会計管理者 会計課 会計審査Ｇ

教育委員会 教育総務課 総務Ｇ 学務Ｇ 小学校１１校 中学校６校

文化･生涯学習課 文化学習推進Ｇ 青少年育成Ｇ

国体推進課 国体推進Ｇ

指導課

教育長 教育部長
教育センター

中央図書館

学校給食センター 給食Ｇ 建設推進Ｇ
副部長

歴史民俗資料館

市議会 事務局長 事務局 総務Ｇ

選挙管理委員会 ＜総務部法制総務課兼務＞

監査委員 事務局

公平委員会 ＜総務部法制総務課兼務＞

農業委員会 事務局

固定資産評価審査委員会 ＜総務部法制総務課兼務＞

平成30年4月1日現在

政策･秘書Ｇ

地域戦略Ｇ
(定住促進担当)

行政経営Ｇ
(ICT推進担当)

福
祉
事
務
所

家庭子育て応援Ｇ
(男女共同参画･少子化対策担当)

成人保健Ｇ
(総合福祉施設整備担当)

防犯対策Ｇ
(空家対策担当)

商工･統計Ｇ
(街なか再生担当)

環境政策Ｇ
(放射線対策担当)

事
　
務
　
局

指導Ｇ
(小中一貫教育推進担当)

教

育

機

関

教

育

機

関


	
	30組織図


