
4・1 1300No. 平成29年〈2017年〉
毎月１日・１５日発行

主
な
記
事

発行／国分寺市　編集／政策部市政戦略室　〒１8５-8５0１ 東京都国分寺市戸倉１-6-１　☎（042）32５-0１１１　市長へのファクス思（042）324-0906
市公式ホームページ（市HP）、　市公式ツイッター、　市公式フェイスブック、市モバイルサイトは、　国分寺市　で検索

皆さんにより親しみと愛着をもってもらえる市報をお届けするため、4月15日号から紙面の一部をカラー化します
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平成29年度保健事業一覧（予定）�� ��
国3・4・12号線の事業に着手���� ❷
公共施設予約システムの利用登録受け付け開始�� ❷
平成30年度採用職員採用試験の実施�� ❹
市民活動フェスティバル������ ❽

特集

　機構改革により4月1日（土）から市の組織を一部改正します。主な改正点は、次のとおりです。
　その他の改正点は、下表の「組織改正一覧」をご覧ください。
主な改正点 ○�高齢者相談室と介護保険課の連携強化、事務の効率化の観点から両課を統合し、新たに高齢福祉課を設置します。これに伴い、5月8日（月）から介

護保険課の業務は市役所第2庁舎から、いずみプラザへ移転します（市役所第2庁舎には出張窓口を設置）。詳しくは5月1日号でお知らせします。
○�3部（環境部・都市建設部・都市開発部）を2部（まちづくり部・建設環境部）へ集約し、効率性の高い事務執行体制とします。

4月1日（土）から市の組織が変わります →政策経営課（内404）
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第２庁舎２階
まちづくり計画課・まちづくり推進課
まちづくりセンター・建築指導課
建設事業課・道路管理課
交通対策課・下水道課・緑と建築課
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市長室・副市長室
情報管理課（文書担当）
政策経営課
政策法務課・財政課
秘書課・職員課

第３庁舎１階
市政戦略室・契約管財課
経済課・スポーツ振興課
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子ども子育て事業課
子ども子育てサービス課
地域福祉課・生活福祉課
障害福祉課・健康推進課（窓口）
高齢福祉課〔５月８日（月）からはいず
みプラザに移転するため窓口のみ〕

出入口

プレハブ会議室第３

市役所
庁舎案内図

組織改正一覧（変更のある部署のみ）
改正後 改正前 改正点部 課 係・担当 課（室） 係・担当

福祉保健部

障害福祉課

計画係

障害福祉課

計画係
事業推進係 ― 生活支援係の業務の一部を移行し、新たに係を設置
生活支援係 生活支援係
相談支援係 相談支援係

高齢福祉課

計画係
高齢者相談室

高齢者福祉係
課を新設
○2課（高齢者相談室・介護保険課）を1課（高齢福祉課）に統合
○�5月8日（月）から介護保険課の業務をいずみプラザに移転、市役所第2庁舎には出張窓口
を設置

介護予防係
いきいき推進係 包括支援係
介護保険係

介護保険課
庶務係
賦課徴収係

相談支援係 給付管理係

まちづくり部

まちづくり計画課 計画担当
都市企画課 都市企画担当 課を新設

○都市企画課から都市企画担当を移行
○環境計画課から環境計画係を移行
※�住宅用太陽光発電機器等設置助成金の受け付けは清掃センターから市役所第2庁舎へ移転環境計画課 環境計画係

まちづくり推進課

まちづくり推進担当 まちづくり推進課 まちづくり推進担当 ○まちづくり推進課まちづくり推進担当を、まちづくり推進担当と開発事業担当として配置
○都市企画課から住宅政策に関する業務を移行
○環境計画課から空き家及び空き地の適正管理指導に関する業務を移行
※空き家空き地の相談窓口は清掃センターから市役所第2庁舎へ移転

開発事業担当

住宅対策担当 都市企画課 都市企画担当
環境計画課 空家空地対策担当

駅周辺整備課 駅周辺整備担当 国分寺駅周辺整備課 開発担当 国分寺駅周辺整備課から移行

建築指導課
管理担当

建築指導課
管理担当

まちづくり部へ変更審査担当 審査担当
指導・監察担当 指導・監察担当

建設環境部

建設事業課
事業計画担当 事業計画課 事業計画担当 課を新設

○事業計画課事業計画担当・用地担当を移行
○道路と下水道課設計工事係を移行

用地担当 用地担当
設計工事担当 道路と下水道課 設計工事係

道路管理課

境界確定係 事業計画課 境界確定担当
課を新設
○事業計画課境界確定担当・特定財産担当を移行
○道路と下水道課道路管理係・維持補修係を移行

特定財産係 特定財産担当
道路管理係 道路と下水道課 道路管理係
維持補修係 維持補修係

交通対策課
交通対策担当

事業計画課 事業計画担当 課を新設
事業計画課事業計画担当を移行し、交通対策担当・地域バス担当・自転車対策担当として配置地域バス担当

自転車対策担当

下水道課 業務係 都市企画課 都市企画担当 課を新設
○都市企画課の下水道使用料審議会に関する業務を移行
○道路と下水道課下水道業務係・下水道係を移行道路と下水道課 下水道業務係

下水道係 下水道係

緑と建築課 公園緑地係 緑と建築課 公園緑地担当 担当制から係制に変更建築係 建築担当

環境対策課

庶務係
ごみ対策課

庶務係
課を新設
○ごみ対策課庶務係・収集係・清掃施設係を移行
○環境計画課環境公害係を移行

収集係 収集係
清掃施設係 清掃施設係
環境対策係 環境計画課 環境公害係

ごみ減量推進課 ごみ減量推進係 ごみ減量推進課 ごみ減量推進担当 担当制から係制に変更

●その他市の施設

清掃センター
（西恋ヶ窪4―9―8）

1階 環境対策課（環境対策係）� ☎（042）328―2191

2階 環境対策課（上記の係を除く）� ☎（042）300―5300
ごみ減量推進課� ☎（042）300―5303

ひかりプラザ
（光町1―46―8）

1階 市民課光町サービスコーナー� ☎（042）573―4377
社会教育課� ☎（042）574―4044

2階 文化と人権課
男女平等推進センター ☎（042）573―4378

4階
教育総務課� ☎（042）574―4040
学務課� ☎（042）574―4042
学校指導課� ☎（042）573―4374

いずみプラザ
（泉町2―3―8） 1階 健康推進課� ☎（042）321―1801

高齢福祉課� ☎（042）321―1301

市民課国分寺駅北口サービスコーナー
（本町4―1―18） ☎（042）329―4121

国分寺駅北口事務所
（本町4―1―9�
�本町クリスタルビル）

4階 協働コミュニティ課� ☎（042）325―1991
市民活動センター� ☎（042）208―3636

武蔵国分寺跡資料館
（西元町1―13―10） 2階 ふるさと文化財課� ☎（042）300―0073


