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Ⅱ 基本方針別取組一覧  

 

改革事項 具体的取組み 担当所属 頁 

部局 課 

（１） 区民との情報受

発信と対話の推進 

①広報広聴機能の充実・強

化 

企画経営部 広聴広報課 11 

企画経営部 広聴広報課 11 

②区民参画の充実 企画経営部 広聴広報課 11 

企画経営部 企画課 11 

区民部 国保年金課 12 

環境清掃部 環境計画課 

環境対策課 

12 

教育総務部 教育総務課 12 
選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 12 

③オープンデータの活用推

進 

企画経営部 広聴広報課 12 

企画経営部 情報システム課 13 

都市基盤整備部 道路公園課 13 

（２） 行政手続きの利

便性向上 

①窓口サービス向上のため

の取組み強化 

企画経営部 企画課 13 

地域力推進部 地域力推進課 

各特別出張所 

13 

区民部 戸籍住民課 13 

区民部 課税課 14 

区民部 納税課 14 

区民部 国保年金課 14 

産業経済部 産業振興課 14 

福祉部 福祉管理課 14 

福祉部 障害福祉課、各地

域福祉課、障がい

者総合ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

15 

こども家庭部 子育て支援課 

保育サービス課 

15 

まちづくり推進部 都市計画課 

建築審査課 

15 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 

道路公園課 

16 

②ＩＣＴの活用による行政

サービスへのアクセス向上 

企画経営部 情報システム課 16 

区民部 戸籍住民課 16 

区民部 課税課 16 

区民部 納税課 17 

区民部 国保年金課 17 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 

道路公園課 

17 

教育総務部 学務課 17 

③マイナンバー制度の効果

的活用 

企画経営部 企画課 18 

（３） 社会構造の変化

に応じた地域コミュニ

ティ支援 

①地域の担い手づくりの推

進 

 

 

 

地域力推進部 地域力推進課 18 

地域力推進部 地域力推進課 18 

産業経済部 産業振興課 18 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 

道路公園課 

18 

環境清掃部 環境計画課 19 

１－区民ニーズと環境変化に即応する行政経営の推進 

※頁数は、Ⅲ具体的取組別の最終報告書の該当頁を表します 
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環境対策課 

②特別出張所の機能強化 地域力推進部 各特別出張所 19 

③高齢化社会の進展に応じ

た支援の充実 

地域力推進部 地域力推進課 19 

区民部 国保年金課 19 

産業経済部 産業振興課 20 

福祉部 高齢福祉課 

介護保険課 

各地域福祉課 

20 

まちづくり推進部 都市計画課 21 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 21 

環境清掃部 環境計画課 

清掃事業課 

21 

④壮年期や中年期世代の地

域への取り込み 

地域力推進部 地域力推進課 21 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 22 

⑤区内企業による地域活動

の促進 

総務部 防災危機管理課 22 

産業経済部 産業振興課 22 

（４） 産学金公の連携

による地域活性化の推

進 

①産学公の連携促進 産業経済部 産業振興課 22 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 23 

②医工連携支援 産業経済部 産業振興課 23 

③区内金融機関との連携促

進 

区民部 国保年金課 23 

産業経済部 産業振興課 23 

④他自治体との連携促進 企画経営部 企画課 23 

区民部 納税課 24 

産業経済部 産業振興課 24 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 24 

（５） シティセールス

の推進 

①観光拠点ＰＲによる区内

回遊性の向上 

企画経営部 企画課 24 

観光・国際都市部 観光課 25 

観光・国際都市部 文化振興課 25 

産業経済部 産業振興課 25 

健康政策部 健康づくり課 26 

都市基盤整備部 道路公園課 

建設工事課 

26 

②オリンピック・パラリン

ピックを意識したスポーツ

施設の効果的活用 

観光・国際都市部 スポーツ推進課 26 

都市基盤整備部 建設工事課 26 

③区内事業者等との連携 観光・国際都市部 観光課 27 

産業経済部 産業振興課 27 

④ＳＮＳを活用した情報交

流人口の増加 

企画経営部 広聴広報課 27 

企画経営部 情報システム課 27 

観光・国際都市部 観光課 28 

産業経済部 産業振興課 28 

⑤多言語対応による外国人

へのＰＲ促進 

企画経営部 企画課 28 

総務部 総務課 28 

観光・国際都市部 観光課 29 

観光・国際都市部 国際都市・多文化

共生推進課 

29 

区民部 課税課、納税課 29 

区民部 国保年金課 29 

産業経済部 産業振興課 29 

環境清掃部 環境計画課 30 

環境清掃部 清掃事業課 30 

 

 

※頁数は、Ⅲ具体的取組別の最終報告書の該当頁を表します 
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改革事項 具体的取組み 所    管 頁 

部局 課 

（１） 効果的でムダのな

い事務事業の展開 

①行政評価の改善 企画経営部 企画課 31 

②補助金等の見直し・適切

な執行管理 

企画経営部 財政課 31 

区民部 納税課 31 

産業経済部 産業振興課 31 

環境清掃部 環境対策課 31 

教育総務部 指導課 32 

③行政の外部化の検証及び

改善 

企画経営部 企画課 32 

区民部 課税課 32 

区民部 納税課 32 

区民部 国保年金課 33 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 

道路公園課 

33 

都市基盤整備部 建設工事課 33 

環境清掃部 環境対策課 34 

（２） 健全な財政運営の

推進 

①予算編成手法等の見直し 企画経営部 企画課 

財政課 

34 

②中長期財政計画の作成 企画経営部 財政課 34 

③新地方公会計制度の研究

及び導入 

企画経営部 財政課 34 

④債権管理の適正化 総務部 総務課 35 

区民部 納税課 

国保年金課 

35 

区民部 国保年金課 35 

産業経済部 産業振興課 35 

福祉部 福祉管理課 35 

まちづくり推進部 建築調整課 36 

⑤受益者負担の適正化 企画経営部 財政課 36 

区民部 国保年金課 36 

産業経済部 産業振興課 36 

都市基盤整備部 道路公園課 36 

環境清掃部 清掃事業課 37 

環境清掃部 環境計画課 37 

⑥新たな財源確保策等の検

討及び推進 

企画経営部 企画課 37 

区民部 課税課 37 

区民部 納税課 37 

区民部 国保年金課 38 

観光・国際都市部 スポーツ推進課 38 

会計管理室 会計管理室 38 

（３） 柔軟で機動的な組

織体制の整備 

①組織の強化・再編 企画経営部 企画課 38 

②職員定数の適正化 企画経営部 企画課 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－持続可能な行政経営の推進 

※頁数は、Ⅲ具体的取組別の最終報告書の該当頁を表します 
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（４） 公共施設等の見直

し 

①区有財産の有効活用 企画経営部 施設整備課 39 

企画経営部 情報システム課 39 

総務部 総務課 39 

地域力推進部 各特別出張所 39 

産業経済部 産業振興課 39 

福祉部 高齢福祉課 40 

福祉部 障害福祉課 40 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 40 

教育総務部 教育総務課 40 

②公共工事等のコスト縮減

と質の確保 

 

 

企画経営部 施設保全課 40 

総務部 経理管財課 41 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 41 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 41 

教育総務部 教育総務課 41 

③既存施設の有効活用とフ

ァシリティマネジメントの

実施 

企画経営部 施設整備課 

施設保全課 

41 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 

建設工事課 

42 

④大量更新期に向けた計画

的な対応 

企画経営部 施設整備課 

施設保全課 

42 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 

建設工事課 

42 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 

建設工事課 

42 

⑤施設の必要性・あり方の

見直し 

企画経営部 施設整備課 42 

地域力推進部 地域力推進課 

各特別出張所 

43 

産業経済部 産業振興課 43 

こども家庭部 子育て支援課 43 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 

道路公園課 

43 

教育総務部 教育総務課 43 

（５） 環境への配慮 ①環境マネジメントの推進 総務部 総務課 44 

環境清掃部 環境計画課 44 

②再生可能エネルギーの活

用推進 

環境清掃部 環境計画課 44 

（６） 危機管理機能の強

化 

①危機管理業務計画の推進 総務部 防災危機管理課 44 

区民部 戸籍住民課 45 

区民部 課税課 45 

区民部 納税課 45 

区民部 国保年金課 45 

健康政策部 健康医療政策課 46 

健康政策部 感染症対策課 46 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 46 

②ＩＳＯ31000 の研究と

活用 

総務部 防災危機管理課 47 

③コンプライアンスの推進 総務部 総務課 47 

区民部 国保年金課 47 

（７） 地方分権への取組

み 

①都区のあり方検討 企画経営部 企画課 47 

こども家庭部 子育て支援課 
子ども家庭支援センター 

48 

②シンクタンク機能の充実

と施策への反映 

企画経営部 企画課 48 

総務部 人事課 48 

※頁数は、Ⅲ具体的取組別の最終報告書の該当頁を表します 
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 改革事項  具体的取組み 所    管 頁 

部局 課 

（１） 経営改革の意識醸

成 

①業務改善運動の実施 企画経営部 企画課 49 

総務部 人事課 49 

区民部 課税課 49 

区民部 納税課 49 

区民部 国保年金課 50 

環境清掃部 環境対策課 

清掃事業課 

50 

②職員提案制度の再構築 総務部 人事課 50 

（２） 人材育成の充実 ①全職員を対象としたＣＤ

Ｐの実施 

総務部 人事課 50 

地域力推進部 地域力推進課 

各特別出張所 

51 

区民部 戸籍住民課 51 

区民部 課税課 51 

区民部 納税課 51 

区民部 国保年金課 51 

②ベテラン職員の知識やノ

ウハウを継承する仕組みづ

くり 

企画経営部 施設整備課 

施設保全課 

51 

総務部 人事課 52 

地域力推進部 地域力推進課 

各特別出張所 

52 

区民部 戸籍住民課 52 

区民部 課税課 52 

区民部 納税課 52 

区民部 国保年金課 52 

環境清掃部 清掃事業課 53 

環境清掃部 環境計画課 

清掃事業課 

53 

選挙管理委員会事務局 選挙管理員会事務局 53 

監査事務局 監査事務局 53 

議会事務局 議会事務局 53 

③専門職の育成 企画経営部 施設整備課 

施設保全課 

53 

総務部 人事課 54 

福祉部 福祉管理課 54 

健康政策部 健康医療政策課 54 

こども家庭部 子育て支援課 54 

こども家庭部 子ども家庭支援センター 55 

こども家庭部 保育サービス課 55 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 55 

都市基盤整備部 建設工事課 55 

環境清掃部 環境対策課 

清掃事業課 

56 

④管理監督者のマネジメント能力

を強化する研修体系の見直し 
総務部 人事課 56 

⑤職員の地域活動参加の推

進 

総務部 人事課 56 

地域力推進部 地域力推進課 

各特別出張所 

56 

（３） 働きやすい労働環

境の整備 

①多様な雇用形態の活用 総務部 人事課 56 

都市基盤整備部 都市基盤管理課 56 

３－職員力を活かす行政経営の推進 

※頁数は、Ⅲ具体的取組別の最終報告書の該当頁を表します 
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②ワーク・ライフバランス

の推進 

総務部 人事課 57 

地域力推進部 地域力推進課 

各特別出張所 

57 

区民部 戸籍住民課 57 

区民部 課税課 57 

区民部 納税課 57 

区民部 国保年金課 57 

③メンタルヘルスの推進 総務部 人事課 58 

地域力推進部 地域力推進課 

各特別出張所 

58 

区民部 課税課 58 

区民部 国保年金課 58 

 

 

※頁数は、Ⅲ具体的取組別の最終報告書の該当頁を表します 

 


