
平成２７年４月組織・機構再編概要　（市長部局・教育委員会事務局）

漁業交流施設整
備推進室

魚々座・
漁業文化推進室 ひみ漁業交流館魚々座

お休み処熊無 　農林畜産課へ

海浜植物園・
花みどり推進室

海浜植物園・
花みどり推進室海浜植物園 海浜植物園

観光情報センター 観光情報センター
乱橋池トンボハウス 　農林畜産課へ
ひみ獅子舞ミュージアム ひみ獅子舞ミュージアム

小規模企業団地
西条地区集会場
島尾ハマナス荘

潮風ギャラリー 潮風ギャラリー

観光・おもてなし担当
新幹線・テーマ別交流戦略担当

テーマ交流・ブランディング担当
食文化・ブランド推進担当

観光・マーケティン
グ・おもてなしブラン
ド課

マーケティングリサーチ・戦略支援担当
商工観光・マーケ
ティング・おもてなし
ブランド課

商工立地・交通対策担当

観光マネジメント担当
ﾒﾃﾞｨｱ・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ・
観光おもてなし担当

西条地区集会場
島尾ハマナス荘
氷見運動公園　（パークゴルフ場） 氷見運動公園　（パークゴルフ場）

都市景観・屋外広告物担当
建築・住宅担当　→　建設課へ移管

小規模企業団地

都市景観・屋外広告物担当
都市計画・まちのグランドデザイン担当 駅前周辺・中心市街地整備担当

まちづくり推進部 ２課２室７担当

商工・定住・都市
のデザイン課

都市計画・まちの
グランドデザイン課

商工立地・交通対策担当 朝日山公園・まちのｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ担当

定住・空き家対策・中心市街地担当

ふれあいスポーツセンター
市民プール・トレーニングセンター

市民柔剣道場
Ｂ＆Ｇ海洋センター

防災・危機管理監

地域防災室

芸術文化
マネジメント室

市民会館

スポーツ文化
マネジメント室

総合体育館

市民協働・ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ担当 市民協働・ファシリテーション・
地域おこし担当地域防災担当
定住・空き家対策・中心市街地
活性化担当

有線テレビジョン放送 有線テレビジョン放送
防災・危機管理監

地方創生と自治へ
の未来対話推進課

市民参加と協働・
防災のデザイン課

地方創生・総合政策担当

市民情報・つぶやき受発信担当 市民情報・つぶやき受発信担当

総合政策課 秘書担当 秘書・市民情報課 秘書担当

平成２７年３月まで 平成２７年４月から
【市長部局】 【市長部局】

企画振興部 市長政策・
都市経営戦略部４課２室１４担当 ２課３室６担当

企画政策担当
政策ベンチマーク・
メディア・プロモーション担当

（市営住宅等管理を含む。) 

棚田オーナー、農山漁村交流、田園漁
村空間博物館施設（ひみ獅子舞ミュー
ジアムを除く。）業務は農林畜産課へ 
移管 

総合行政情報システム、庁内ＬＡＮなど 
行政の情報化推進関係は財務課へ移管 

統計業務は総務課へ移管 

企画振興部を２つの部に再編 

移管して再編 
 ＋地方創生 

移管して再編 
＋政策ベンチマーク 

改称 

地方創生と自治への未来対
話推進課へ移管（市営住宅等
管理業務は建設課へ移管） 

移管・再編 

室として独立 

総合政策課の再編 

市民参加と協働・防災のデザイン課の再編 

商工・定住・都市のデザイン課の再編 

観光・マーケティング・おもてなしブランド課の再編 

改 称 

漁業交流施設整備推進室の改称 

改 称 

改 称 

改 称 

改 称 

商工・定住・都
市のデザイン
課から移管 

商工観光・マーケティ
ング・おもてなしブラ
ンド課へ移管 

再 編
改 称  

教育委員会から移管 

教育委員会から移管 

再編・改称 

－ 1 －



平成２７年４月組織・機構再編概要　（市長部局・教育委員会事務局）

平成２７年３月まで 平成２７年４月から

  

４部１８課４室３班５１担当 ５部１７課７室３班４９担当

１課

【市長部局】 【市長部局】

会計管理者 会計管理者
会　計　課 １課 会　計　課

水産振興課 水産振興課

いのしし等対策課 鳥獣対策担当
いのしし等鳥獣害
対策室

竹林対策担当

地籍調査担当 地籍調査担当

乱橋池トンボハウス
お休み処熊無

農業・畜産振興担当
林業・循環ｴﾈﾙｷﾞｰ振興担当 林業・循環エネルギー振興担当　

農林畜産課 農業・畜産振興担当 農林畜産課

上下水道課 上下水道課

農林業基盤整備担当 農林業基盤整備担当
能越自動車道対策室 廃　　止

治水・治山担当 治水・治山担当

（市営住宅等管理を含む。)

道路管理センター 道路管理センター
ふるさと保全班 道の管理担当 ふるさと保全班 道の管理担当

事業調整・用地担当 能越道等事業調整・用地担当
建築・住宅担当

市道整備担当 市道整備担当
建　設　課 企画管理担当 建　設　課 企画管理担当

環境・交通防犯課 環境・交通防犯課

建設農林水産部 建設農林水産部５課１室１班１７担当 ４課１室１班１６担当

病院事業管理室 病院事業管理室
金沢医科大学氷見市民病院 金沢医科大学氷見市民病院

市　民　課 市　民　課

健　康　課 健　康　課

福祉介護課 福祉介護課

子育て支援課 子育て支援課

納税推進班 納税推進班

市民部 市民部５課１室１３担当 ５課１室１３担当

契約・検査班 契約・検査班

税　務　課 税　務　課

財産管理担当 財産管理担当

経営品質・組織改善担当 経営品質・組織改善担当
人事・人材評価担当 人事・人材評価担当

財　務　課 財政担当 財　務　課 財政担当

総務部 総務部３課２班７担当 ３課２班７担当

総　務　課 総務・情報公開担当 総　務　課 総務・情報公開担当

観光・マーケティング・おもてなしブランド課
から統計業務を総務課へ移管 

健康課との連携を図るため、 
いきいき元気館内に配置換 

棚田オーナー、農山漁村交流、田園漁
村空間博物館施設（ひみ獅子舞ミュー
ジアムを除く。）業務を観光・マーケティ
ング・おもてなしブランド課から農林畜
産課へ移管 

業務の移管 

病院事業管理室の配置場所の変更 

業務の移管等 

移管・改称 

移管・統合 

観光・マーケティン
グ・おもてなしブラ
ンド課から移管 

再編・改称 
環境・交通防犯課から 

カラス対策業務を移管 

商工・定住・都
市のデザイン課
か移管 

総合政策課から行政情
報化推進業務を財務課
へ移管 

カラス対策業務はいのしし

等鳥獣害対策室へ移管 

業務の移管等 
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平成２７年３月まで 平成２７年４月から

２課　６担当 ２課　４担当

Ｂ＆Ｇ海洋センター
柳田布尾山古墳公園

【教育委員会事務局】 【教育委員会事務局】

ふれあいスポーツセンター
市民プール・トレーニングセンター

市民柔剣道場

視聴覚教育センター
少年補導センター
総合体育館

公民館 教育総合センター
市民会館
働く婦人の家

図書館
博物館 小・中学校

生涯スポーツ担当 指導担当

学校給食センター 働く婦人の家
視聴覚教育センター
少年補導センター
柳田布尾山古墳公園

生涯学習・スポーツ課 生涯学習・文化担当 学校教育課 学務担当

図書館
小・中学校 博物館
教育総合センター 公民館

学務担当 生涯学習・文化財担当
施設担当

学校給食センター
指導担当

教育委員会事務局 教育委員会事務局

学校教育課 総務企画担当 教育総務課 総務企画担当

芸術文化・ 
スポーツ 
部門は 
市長部局
へ移管 

廃止 

再編・改称 

移管・統合 

教育委員会事務局の再編 

移 管 
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