
富士見市行政組織条例の制定について 
 

１ 概要                                     

第６次基本構想・第１期基本計画の推進、現状における課題への対応及び更なる市民サ

ービスの向上を図るため、富士見市行政組織条例の全部を改正するもの。 

 

２ 制定内容                                     

 

①組織の構成（第１条関係） 

 ・危機管理課の新設 

 ・総合政策部を政策財務部に変更 

 ・自治振興部を協働推進部に変更 

 ・市民生活部を市民部に変更 

・経済環境部の新設 

・まちづくり推進部を都市整備部に変更 

 

②分掌事務（第２条関係） 

 (1)整理の仕方 

・第１期基本計画の３０分野を基本に分掌事務を設定 

・その他法定受託事務や行政内部の事務について、分掌事務として設定 

 (2)主な変更点 

 ・総合政策部より「契約に関すること。」、「営繕に関すること。」を総務部に移管 

 ・総務部に「公共施設マネジメントに関すること。」を位置付ける。 

 ・政策財務部に「シティプロモーションに関すること。」を位置付ける。 

 ・市民生活部より「多文化共生及び国際交流に関すること。」、「人権及び男女共同参画

に関すること。」、「市民相談及び消費生活に関すること。」を協働推進部に移管 

 ・教育委員会より「スポーツに関すること。」を移管し、協働推進部の分掌事務とする。 

 

③関係条例の整備（附則関係） 

 ・富士見市職員の特殊勤務手当支給に関する条例 

 ・富士見市都市計画審議会条例 

 ・富士見市都市計画基本方針策定委員会条例 

 ・富士見市総合計画審議会条例 

 ・富士見市国民保護協議会条例 

 ・富士見市入札監視委員会条例 

 ・富士見市市民参加及び協働推進委員会条例 

 ・富士見市文化芸術振興委員会条例 

 ・富士見市男女共同参画社会確立協議会条例 

 ・富士見市産業振興審議会条例 

 ・富士見市農業振興地域整備促進協議会条例 

 ・富士見市農業委員会の委員候補者選考委員会条例 

 ・富士見市地域公共交通会議条例 

 

３ 施行日                                      

 令和３年４月１日

６ 



 

富 士 見 市 行 政 組 織 条 例 

 

富士見市行政組織条例（平成２２年条例第１８号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規定により、市

長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び課を置く。 

危機管理課 

総務部 

政策財務部 

協働推進部 

市民部 

子ども未来部 

健康福祉部 

経済環境部 

都市整備部 

建設部 

（分掌事務） 

第２条 前条に規定する部及び課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。 

危機管理課 

(1) 防災その他の危機管理に関すること。 

総務部 

(1) 議会に関すること。 

(2) 文書及び法規に関すること。 

(3) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 

(4) 統計に関すること。 

(5) 契約に関すること。 

(6) 秘書、渉外及び褒賞に関すること。 

(7) 広報及び広聴に関すること。 

(8) 職員に関すること。 



(9) 公共施設マネジメントに関すること。 

(10) 財産管理に関すること。 

(11) 営繕に関すること。 

(12) 他の所管に属さないこと。 

政策財務部 

(1) 総合的な行政運営に関すること。 

(2) 行政組織及び事務管理に関すること。 

(3) 財政に関すること。 

(4) シティプロモーションに関すること。 

(5) ＩＣＴに関すること。 

協働推進部 

(1) 地域コミュニティに関すること。 

(2) 防犯及び交通安全に関すること。 

(3) 文化芸術に関すること。 

(4) スポーツに関すること。 

(5) 多文化共生及び国際交流に関すること。 

(6) 人権及び男女共同参画に関すること。 

(7) 市民相談及び消費生活に関すること。 

市民部 

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 

(2) 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。 

(3) 国民年金に関すること。 

(4) 市税に関すること。 

子ども未来部 

(1) 子育て支援に関すること。 

(2) 子ども・若者支援に関すること。 

健康福祉部 

(1) 地域福祉に関すること。 

(2) 高齢者福祉に関すること。 

(3) 障がい福祉に関すること。 



(4) 健康づくりに関すること。 

経済環境部 

(1) 商工業に関すること。 

(2) 就労に関すること。 

(3) 農業に関すること。 

(4) 環境に関すること。 

都市整備部 

(1) 土地利用に関すること。 

(2) 公共交通に関すること。 

(3) 公園、緑地及び緑化に関すること。 

(4) 市街地整備に関すること。 

(5) 土地区画整理に関すること。 

建設部 

(1) 道路に関すること。 

(2) 治水に関すること。 

(3) 建築に関すること。 

(4) 住環境に関すること。 

(5) 下水道に関すること。 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、部の内部組織その他必要な事項は、規則で定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （富士見市職員の特殊勤務手当支給に関する条例等の一部改正） 

２ 次に掲げる条例の規定中「まちづくり推進部」を「都市整備部」に改める。 

(1) 富士見市職員の特殊勤務手当支給に関する条例（昭和５１年条例第９号）第 

１０条第１項 

(2) 富士見市都市計画審議会条例（平成１３年条例第１０号）第８条 

(3) 富士見市都市計画基本方針策定委員会条例（平成３１年条例第１３号）第８条 



 （富士見市総合計画審議会条例の一部改正） 

３ 富士見市総合計画審議会条例（平成元年条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

  第８条中「総合政策部」を「政策財務部」に改める。 

（富士見市国民保護協議会条例の一部改正） 

４ 富士見市国民保護協議会条例（平成１８年条例第２９号）の一部を次のように改

正する。 

  第５条中「総務部」を「危機管理課」に改める。 

 （富士見市入札監視委員会条例の一部改正） 

５ 富士見市入札監視委員会条例（平成２５年条例第１９号）の一部を次のように改

正する。 

  第１０条中「総合政策部」を「総務部」に改める。 

 （富士見市市民参加及び協働推進委員会条例及び富士見市文化芸術振興委員会条例

の一部改正） 

６ 次に掲げる条例の規定中「自治振興部」を「協働推進部」に改める。 

(1) 富士見市市民参加及び協働推進委員会条例（平成２５年条例第２０号）第８条 

(2) 富士見市文化芸術振興委員会条例（平成２５年条例第２１号）第９条 

 （富士見市男女共同参画社会確立協議会条例の一部改正） 

７ 富士見市男女共同参画社会確立協議会条例（平成２５年条例第２２号）の一部を

次のように改正する。 

  第８条中「市民生活部」を「協働推進部」に改める。 

 （富士見市産業振興審議会条例等の一部改正） 

８ 次に掲げる条例の規定中「まちづくり推進部」を「経済環境部」に改める。 

 (1) 富士見市産業振興審議会条例（平成２５年条例第２８号）第１０条 

 (2) 富士見市農業振興地域整備促進協議会条例（平成２５年条例第２９号）第９条 

 (3) 富士見市農業委員会の委員候補者選考委員会条例（平成２７年条例第４３号）

第１０条 

 （富士見市地域公共交通会議条例の一部改正） 

９ 富士見市地域公共交通会議条例（平成２７年条例第２０号）の一部を次のように

改正する。 



  第８条中「建設部」を「都市整備部」に改める。 



富士見市職員の特殊勤務手当支給に関する条例（昭和５１年条例第９号）新旧対照表 

新 旧 

(土木作業手当) 

第10条 土木作業手当は、都市整備部及び建設部に勤務する職員のう

ち技能労務職給料表の適用を受ける職員が、道路の補修、植栽の剪定

その他土木作業に従事したときに支給する。 

2 （略） 

(土木作業手当) 

第10条 土木作業手当は、まちづくり推進部及び建設部に勤務する職

員のうち技能労務職給料表の適用を受ける職員が、道路の補修、植栽

の剪定その他土木作業に従事したときに支給する。 

2 （略） 

 

 

富士見市都市計画審議会条例（平成１３年条例第１０号）新旧対照表 

新 旧 

(庶務) 

第8条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。 

 

(庶務) 

第8条 審議会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。 

 

富士見市都市計画基本方針策定委員会条例（平成３１年条例第１３号）新旧対照表 

新 旧 

(庶務) 

第8条 委員会の庶務は、都市整備部において処理する。 

 

(庶務) 

第8条 委員会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。 

 

 

富士見市総合計画審議会条例（平成元年条例第２号）新旧対照表 

新 旧 

(庶務) 

第8条 審議会の庶務は、政策財務部において処理する。 

 

(庶務) 

第8条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。 

 



富士見市国民保護協議会条例（平成１８年条例第２９号）新旧対照表 

新 旧 

(庶務) 

第5条 協議会の庶務は、危機管理課において処理する。 

 

(庶務) 

第5条 協議会の庶務は、総務部において処理する。 

 

 

富士見市入札監視委員会条例（平成２５年条例第１９号）新旧対照表 

新 旧 

(庶務) 

第10条 委員会の庶務は、総務部において処理する。 

 

(庶務) 

第10条 委員会の庶務は、総合政策部において処理する。 

 

 

富士見市市民参加及び協働推進委員会条例（平成２５年条例第２０号）新旧対照表 

新 旧 

(庶務) 

第8条 推進委員会の庶務は、協働推進部において処理する。 

(庶務) 

第8条 推進委員会の庶務は、自治振興部において処理する。 

 

 

富士見市文化芸術振興委員会条例（平成２５年条例第２１号）新旧対照表 

新 旧 

(庶務) 

第9条 振興委員会の庶務は、協働推進部において処理する。 

(庶務) 

第9条 振興委員会の庶務は、自治振興部において処理する。 

 

 

 



富士見市男女共同参画社会確立協議会条例（平成２５年条例第２２号）新旧対照表 

新 旧 

(庶務) 

第8条 協議会の庶務は、協働推進部において処理する。 

 

(庶務) 

第8条 協議会の庶務は、市民生活部において処理する。 

 

 

富士見市産業振興審議会条例（平成２５年条例第２８号）新旧対照表 

新 旧 

(庶務) 

第10条 審議会の庶務は、経済環境部において処理する。 

 

(庶務) 

第10条 審議会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。 

 

富士見市農業振興地域整備促進協議会条例（平成２５年条例第２９号）新旧対照表 

新 旧 

(庶務) 

第9条 協議会の庶務は、経済環境部において処理する。 

 

(庶務) 

第9条 協議会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。 

 

 

富士見市農業委員会の委員候補者選考委員会条例（平成２７年条例第４３号）新旧対照表 

新 旧 

(庶務) 

第10条 委員会の庶務は、経済環境部において処理する。 

(庶務) 

第10条 委員会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。 

 

 

 



富士見市地域公共交通会議条例（平成２７年条例第２０号）新旧対照表 

新 旧 

(庶務) 

第8条 交通会議の庶務は、都市整備部において処理する。 

 

(庶務) 

第8条 交通会議の庶務は、建設部において処理する。 

 

 


