
区役所あり方見直しＰＴ

統括課：市民・スポーツ文化局 区政推進室

所管課：総務局 総務部 総務課

【検討委員会の内容】

　　【他政令市の状況】

【具体的取り組み内容】

　　【スケジュール】

【現状・課題】 　　【メリット・デメリット】

項目：区長への組織編制権限の付与

◆　現在、組織権限は市長の専任事項となっており、区長に組織権限がないため、各区を取り巻
　く環境の変化や地域特性に応じた行政課題に対し、区の自主性・独自性を発揮した機動的な組
　織体制づくりができる仕組みになっていない。

●　簡素で効率的な組織体制の維持を基本原則とする、係編制方針等を策定し、区長に係の組織
　　編制権限を付与する。

○　メリット
・市民サービスの現場により近い区長に権限を与えることにより、区の独自性、区長の裁量性を発揮し、
区における多様な課題や、業務の集中に応じた組織編制等が可能となることで、区民ニーズをくみ取った
より迅速な対応が可能となるものと考えられる。

２２年１１月～１２月　区長への権限移譲実施政令市の詳細調査
２３年　１月～　３月　区長の係編制方針等の策定
　　　　５月　　　　　権限移譲に伴う関連規定の抽出
　　　　５月～　６月　関連規定の改正準備、及び改正
　　　　６月～　７月　区長への権限移譲

　●係相当の編制権あり　　　横浜市（名称変更も可）、新潟市

　●課長に班の編制権あり　　相模原市

　●な　し　　　　　　　　　札幌市、仙台市、千葉市、川崎市、静岡市、浜松市、名古屋市、
　　　　　　　　　　　　　　京都市、大阪市、堺市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市

　●その他　　　　　　　　　神戸市（まちづくり課のみ編制権あり）

◆　区役所における新たな組織・人事システムの構築
　・区長への組織編制権限の付与

　　さいたま市では、区民課関係の手続きなどは、住んでいる区に関わりなく市内いずれの区役所
　でも手続きを行うことが出来るという特色があります。
　　組織権限を移譲した場合、区役所によって組織体制（課の名称を含む。）にバラつきが発生す
　る可能性があり、市民の混乱を招かないよう考慮する必要があります。
　　以上を踏まえ、簡素で効率的な組織体制の維持を基本原則としつつ、区長に係の組織編制権限
　を付与すべきです。

（資料４－１）



区役所あり方見直しＰＴ

統括課：市民・スポーツ文化局 区政推進室

所管課：総務局 人事部 人事課

【検討委員会の内容】

【具体的取り組み内容】

　　【スケジュール】

【現状・課題】 　　【メリット・デメリット】

　　【他政令市の状況】

項目：区長への人事配置権限の付与

◆　区長に係長職以上の人事配置権限がないため、業務の繁閑や職員の資質に応じた弾力的かつ
　効率的な対応が制限されている。（区長の人事配置権限は、局長と同様、係長以上の職を除
　いた職員となっている。）

◆　現状としては、既に区長が有する主査以下の配置権限をあまり活用していない。

◆　人事システムの構築
　・区長においては、区の全職員について、昇任昇格（降格）を伴わない範囲内で、配置権限を
　付与する。
　　そのため、区長は職員の経歴、自己申告等の情報を把握する必要があり、早急に人事評価等
　を含めたシステム化を構築しなければならない。

・区長に区の職員の配置権限を付与することで、区における問題課題に即応が可能となる。ま
　た、区における現場力、政策力を高め、区役所を活性化できる。

・現時点では、区長にそのノウハウや職員の人事情報が無いため、翌年４月１日付け人事異動の
　ため作業に相当の時間を要する。職員の人事情報を把握するためのシステム構築が早期に必要
　となる。

・Ｈ２３年度から、区長に区内職員について、昇任昇格（降格）を伴わない範囲内で人事配置権限
　を付与する。
　ただし、Ｈ２３年４月１日付け人事異動に際しては従来どおりとする。

・職員の人事情報を把握するためのシステムを構築する（平成２３年度中）。

・当面は、市人事担当と協議しながら実施することが不可避である。

　●課長補佐級以下　新潟市、堺市、広島市
　
　●主査以下　　　　相模原市

　●主任以下　　　　浜松市

　●係員のみ　　　　札幌市、仙台市、川崎市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、
　　　　　　　　　　神戸市（部内係員について部長権限）、岡山市（課内係員について課長権
　　　　　　　　　　限）、北九州市、福岡市

　●な　し　　　　　千葉市（職階に関わらず一定の範囲で流動配置の権限あり）

　●その他　　　　　静岡市（同一年度内における職員（課長及び統括主幹を除く）の区内流動
　　　　　　　　　　権（区内他課への派遣）を区長に付与・課に配属された職員（統括主幹を
　　　　　　　　　　除く）の配置権は、課長等共通の専決事項）

◆　区役所における新たな組織・人事システムの構築
　・区長への人事配置権限の付与

　　採用・退職等、職員の任免行為は、任命権者である市長が持つ権限であるが、現場主義を第一
　とし、市民に身近な区役所の活性化が、市の発展につながるものとして、現場力、政策力を高め
　るため、区長には、区の職員について、昇任昇格（降格）を伴わない範囲内で、配置権限を付与
　すべきです。

（資料４－２）



２２．１１．１９

区役所あり方見直しＰＴ

統括課：市民・スポーツ文化局 区政推進室

所管課：財政局 財政部 財政課

【検討委員会の提言】

単位：千円

１区平均

仙台市 5 15,857

相模原市 3 32,000

新潟市 8 71,886

浜松市 7 18,329

京都市 11 提案採択区

大阪市 24 178,208

神戸市 9 28,282

北九州市 7 9,000

福岡市 7 79,642

【参考】

さいたま市 10 127,822

※他の９市（札幌市・千葉市・川崎市・横浜市・静岡市・名古屋市・堺市・岡山市・広島市）は、予算要求権限なし

Ｈ22年度当初予算額

区全体

【現状・課題】 　　【メリット】

　　【スケジュール】

【具体的取り組み内容】 　　【他政令市の状況】　※区長に予算要求権限のある市

政令市名 区数 事業名 予算科目

区民と創るまち推進事業 市民費・市民費・区政推進費 79,286

区政推進事業 総務費・市民生活費・区政推進費 96,000

区政推進事業 総務費・総務管理費・区政推進費 575,086

地域力向上事業 総務費・区役所費・区役所費 128,300

区政策提案予算 文化市民費・市民生活費・区政費 27,890

区まちづくり推進費
総務費・区政推進費・区まちづくり
推進費

4,277,011

区の個性をのばすまちづ
くり事業

総務費・総務費・区政費 254,540

区の新たな魅力づくり事業 総務費・総務管理費・区役所費 63,000

区の魅力づくり事業 各局予算に張り付き 557,491

区まちづくり推進事業
総務費・区政振興費・区民まちづくり
推進費

1,395,215

項目：区長への予算の直接要求権限の付与

◆　各区が地域特性を活かし、区民との協働による区民本位のまちづくりを推進するためには、
　区や区民の発意が反映された自主的・主体的な事業展開が必要となるが、現在、区長には、予
　算の直接の要求権限はない。

●区役所アイデア予算枠の創設（H２３年度予算要求）
　　市政の最前線基地である区役所は、市民参加による地域の個性を生かしたまちづくりの拠点
　であると同時に、住民ニーズを施策へ反映する拠点であり、市民の声・現場の声を政策に反映
　する観点から、区役所のアイデアにより市民サービス向上のための以下の新規事業を要求する
　ための「区役所アイデア予算枠」を創設。
　また、当該事業については、各区長が直接説明する政策提案コンペを実施する。
　①　区の独自性・特色を更に発揮するための事業
　②　窓口業務体制改善モデル事業
　③　区局連携事業

●区長への予算の直接要求権限の付与（Ｈ２３年１０月から）
　・対象　　２款 総務費　５項 区政振興費　１目 区政総務費（区政推進室配当予算を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２目 区民まちづくり推進費（同上）

　　（事務の移譲等に伴い上記予算科目に移動が想定される予算）
　　　・アライグマ等被害の相談、指導、捕獲事業等（市民満足度アップ経費）
　　　・さいたまロードサポート事業（区まちづくり事業経費）
      ・スポーツ振興団体への運営費補助金（区まちづくり事業経費）
　　　・保健センター庁舎管理業務
　
　　　　※その他の予算を伴う業務については、再配当予算として予算科目の移動は伴わない。
　
　

●メリット
　・区長が直接予算要求を行うことにより、区や区民の発意・ニーズ、区固有の行政課題がより
　　直接的に予算に反映されやすくなり、区の特色を生かした区民本位のまちづくりが推進され
　　る。
　・区に予算及び区行政の執行に関する直接的な執行・説明責任が義務づけられることから、区
　　役所職員の一層の意識改革が図られる。

●平成２３年　９月まで　　予算規則の改正

●平成２３年１０月　　　　平成２４年度予算（対象経費）について区役所から直接要求

◆　区と区民の創意が活かせる予算システムの構築
　・区長への予算の直接要求権限の付与

　　各区が地域特性を活かし、区や区民の発意が反映された自主的・主体的な事業展開を可能と
　し、区民との協働による区民本位のまちづくりを推進するため、区長に予算の直接要求権限を付
　与すべきです。
　　ただし、国、県の補助事業や国の委託事業等については、それぞれの事業の所管課が補助申
　請、事業報告等を行っており、区長に予算要求権限を付与し、各区独自で事業を実施することと
　なれば、補助申請等の事務も繁雑となり、また、全市的な視点で事業を実施することが困難にな
　る恐れがあり、納税者で受益者たる市民に不平等感を与え、市民への平等・公平なサービスを維
　持することに支障をきたすことが考えられます。
　　以上のことから、区長への予算の直接要求権限の付与の対象としては、各区独自の裁量性を発
　揮することのできる「区民まちづくり推進費」が望ましいと考えます。

　（資料４－３）



資料４－４
所管：市民・スポーツ文化局　区政推進室

【メリット】

【検討委員会の提言】

【具体的な取組内容】

【スケジュール】

政令市名 区数
仙台市　 ○ 5
相模原市 ○ 3
新潟市　 ○ 8
浜松市　 ○ 7
福岡市　 ○ 7
川崎市 7

静岡市 3

京都市　 ○ 11
堺市 7 全区長 全区長
神戸市　 ○ 9 当番区長 当番区長
大阪市　 ○ 24
札幌市 10 全区長
横浜市 18

※他４市（千葉市・岡山市・広島市・北九州市）は、出席なし
※市名脇に○がある市は、区長に予算要求権限のある市

要請があった場合 要請があった場合 要請があった場合

要請があった場合 要請があった場合

議長区・幹事区

名古屋市 16

大都市・行財政
制度特別委（全
区長）

【現状・課題】

本会議 常任委員会 予算・決算委員会 その他
全区長 全区長 全区長
全区長 全区長 全区長
全区長 全区長 全区長
全区長 全区長 全区長

当初議会のみ（全区長）

答弁がある場合 要請があった場合 要請があった場合

代表質問のみ（全区長）

区長の議会出席

◆各区が地域特性を活かし、独自性・裁量性を発揮し自主的・主体的な事業展開を行う場合、区として議会への説明責任が生
じるものと考えられるが、現在、区長には、予算の直接の要求権限がないため、議会（本会議や予算委員会・決算特別委員会な
ど）への出席、説明も行われていない。

◆区と区民の創意が活かせる予算システムの構築
　　・ 区長の議会出席
    区長に対する予算要求権限の付与に伴い、予算に対しての説明責任を果たす必要から、区長の議会出席が同時に行
　　われるべきと考えます。

●本会議

●常任委員会・予算委員会（６・９・12月）
　　区長以下、区役所各課長職に答弁委任し、必要に応じて関係区が出席。
　　※委員会室の執行部側座席数は、概ね24席に限定されるが、審議内容及び局ごとに入れ替えを行うことにより
　　　対応する。

●大都市行財政制度特別委員会
　　答弁委任を受けることから、必要に応じて幹事区もしくは関係区が出席することは可能。

①原則、幹事区長が出席(２名）
②答弁がある場合は、関係区長が出席（３名以内）

【課題】
①執行部席に空席なし。（開会日と２日目）
②区長は、議会３日目から出席となる。
③答弁ごとに区長が入れ替わる可能性あり。

【その他】
・開会日・２日目に、区が所管する補正予算案等に対する質疑が通告された場合の対応
　　⇒区において答弁を作成の上、市民・スポーツ文化局長若しく財政局長が答弁。
・再質問の内容が、区長が出席していない区の内容だった場合の答弁対応
　　⇒原則、出席している区長（一回目の答弁者等）が答弁。

　「市民・スポーツ文化局及び区役所」と「環境局及び消防局」の入替えとする。
  （全区出席）

【課題】
①質疑持ち時間の割振り
②区役所側の出席者数に制限。（４８名以内に調整の必要）

－市民により身近な議会－
　　　区長等が直接答弁することで、議会における区行政に関する議論が、市民にとってより身近なものになる。

－区役所職員の意識改革－
　　　区に予算及び区行政の執行に関する直接的な説明責任が義務づけられることから、区役所職員の一層の
　　　意識改革が図られる。

－議会機能の充実－
　　　議会が、その監視機能・調査機能・政策形成機能を、区行政に関し一層直接的に果たすことが可能となる。

－区政改革の推進－
　　　　区長が議会に出席するようになることで、区長権限の拡大及び区役所改革を対外的にアピールすることが
　　　　できる。

平成２３年
　●　９月まで　　　　　 議会との調整、区長の議会出席に関する内規の整備
　　　　　　　　　　　　　　予算規則の改正
　●１０月　　　　　　　　平成２４年度予算（対象経費）について区役所から直接要求

平成２４年
　●　２月定例会～　　区長の議会出席

★他政令市の状況★

●予算委員会（２月）・決算特別委員会

【区長答弁の内容について】
※答弁対象は、「区まちづくり事業費」。
※複数区に該当する内容は、代表区長若しく
　 は所管局長が答弁。
※全市的な見解が求められる内容は、所管局
　 長が答弁。

　（資料４－４）


