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　第27章 行政組織

　　　27-1　稚内市行政機構図
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成２８年４月１日現在】

会計管理者(会計室) 会計グループ

サハリン事務所

環境エネルギー課 推進グループ

環境水道部

くらし環境課 廃棄物リサイクル推進グループ、
市民生活グループ

サハリン対策監 農政課 農林整備グループ、農業振興・委員会グループ

農業委員会担当主幹

サハリン課 交流促進グループ

建設産業部 観光交流課 連携推進グループ、観光戦略グループ

水産商工課 水産振興グループ、商工・労働グループ、
物産振興・ふるさと納税グループ

都市整備課 都市計画グループ、住宅管理グループ、
建築指導グループ

土木課 事業推進グループ、施設管理グループ
地籍調査グループ

物流港湾課 事業推進グループ、施設管理グループ

生活福祉部 地域包括ケア推進担当主幹

健康づくり課 庶務・予防グループ、健康推進グループ

宗谷支所

沼川支所

総合窓口課 戸籍住民グループ、保険年金グループ、
医療給付グループ

社会福祉課 保護グループ、障がい福祉グループ

市  長 副市長
長寿あんしん課 介護高齢グループ、庶務・認定グループ、

包括支援グループ

総務部
防災担当主幹

人材育成課 人事・厚生グループ、人材育成グループ

税務課 市民税グループ、資産税グループ、
管理グループ、納税グループ、税外グループ

財務課 財政グループ、契約グループ、用地管財グループ

総務防災課 総務グループ、法規文書グループ、選挙・統計
グループ、IT推進グループ、防災グループ

選挙管理委員会担当主幹

ＩＴ担当主幹

秘書政策課 秘書グループ、計画経営グループ、広報グループ

ひと・まち連携推進担当主幹

まちづくり政策部 地方創生課 総合戦略推進グループ、
まちづくり協働グループ、医療対策グループ
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予防指導担当主幹

警防第一課 警防グループ、消防施設グループ、
救急グループ

消 防 署

警防第二課 警防グループ、消防施設グループ、
救急グループ

水 道 事 業 環境水道部

水道施設課 水道グループ、下水道グループ

消防事務組合 消 防 本 部 総務予防課 総務グループ、予防グループ

図書館 図書サービスグループ

科学振興課 管理グループ、科学館グループ、水族館グループ

水道料金課 庶務グループ、料金グループ

教 育委 員会 教 育 長 教 育 部 こども課 子育てグループ、育成グループ、
白樺保育所グループ、港保育所グループ

学校給食課 学校給食グループ

学校教育課 学校教育グループ、学校管理グループ

社会教育課 社会教育グループ、スポーツ推進グループ

スポーツ担当主幹

監 査 委 員 監査事務局 調査課 調査グループ

教育総務課 総務管理グループ、文化振興グループ

議 会 議会事務局 庶務課 議会グループ
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分院内科

こまどり病院 分院看護科 看護係

分院業務課 業務グループ

庶務課 庶務グループ、管理グループ、保育グループ
事 務 局

医事課 栄養グループ、医事グループ、診療情報グループ

看護研修室看護科

医療支援相談室 生活支援担当主幹 各種相談グループ、在宅支援グループ、リスクマ
ネージメントグループ、安全管理グループ

西病棟看護科 看護第１係、看護第２係

手術室看護科 看護係

透析室看護科 看護係

外来看護科 看護第１係、看護第２係

病 院 事 業 市立病院 ６階南病棟看護科 看護係

看 護 部 看 護 副 部 長 ６階北病棟看護科 看護係

４階病棟看護科 看護係

５階南病棟看護科 看護係

５階北病棟看護科 看護係

薬　　　局 薬剤科 指導係、薬剤係

３階病棟看護科 看護係

リハビリテーション科 リハビリテーション係、デイ・ケア係

臨床工学科 臨床工学係

臨床検査科 生体系検査係、検体系検査係

精神神経科

眼科

耳鼻咽喉科

麻酔科

放射線科 放射線機器管理係、放射線画像管理係

小児科

整形外科

産婦人科

皮膚科

診 療 部 泌尿器科

内科・消化器内科・血液内科・腫瘍内科・肝臓内科

神経内科

循環器内科

外科・血管外科・泌尿器科（人工透析）
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27-2 市職員数 

（単位：人） 

区分 総数 
一般会計 企業会計 その他 

総  数 一般行政関係 教育関係 消防関係 総数 病院 水道 会 計 

平成 19年度 821 437 295 77 65 357 341 16 27 

20年  803 421 281 73 67 356 339 17 26 

21年  790 409 269 76 65 355 337 18 26 

22年  794 402 261 78 63 365 348 17 27 

23年  791 397 264 69 64 370 354 16 24 

24年  782 376 245 70 61 383 366 17 23 

25年  771 369 238 68 63 379 363 16 23 

26年  764 367 239 67 61 375 360 15 22 

27年  765 358 241 58 59 385 370 15 22 

28年  766 353 236 59 58 391 377 14 22 

注:各年 4月 1日現在                              資料-総務部人材育成課 

一般行政関係

236名
30.8%

教育関係

59名
7.7%消防関係

58名
7.6%

病院

377名
49.2%

水道部

14名
1.8%

その他

22名
2.9%

市職員数の部局別割合 （平成28年4月1日現在）

平成28年度
766名

 


