
目黒区組織図（平成20年12月22日現在）

男女平等センター係

給与係　福利係　健康管理係

施設第一係　施設第二係　機械設備係　電気設備係

納税係

特別整理係

収納係　

国民年金係　年金給付係

中小企業振興係　消費生活センター係　施設管理係

食品衛生指導係　医薬係

栄養係　歯科係

保健相談係　放射線係

試験検査係　栄養係　歯科係

定額給付金課　 定額給付金係

後期高齢者医療係 納付相談係

債権管理係

管理係　技術管理係　 計画・技術管理係

生活安全係 危機管理係

統計係　箱根保養所

特定健診係

生活環境係　住まいの衛生係

保 健 所
食品衛生係　環境衛生指導係

※保健予防課 保健管理係 感染症対策係 医療係

福祉事務所

※生活衛生課

※健康推進課 健康づくり係　成人保健係　公害保健係

西部地区サービス事務所 － 地域係　住民係
産業経済部 ※の組織を所掌

健康福祉部 健康福祉計画課 庶務係　保健福祉計画係

北部地区サービス事務所 － 地域係　住民係

中央地区サービス事務所 － 地域係　住民係
南部地区サービス事務所 － 地域係　住民係

※産業経済課 経済・融資係　商店街振興係　

※観光・雇用課 観光・雇用係 観光推進組織係

副区長

税務係　課税第一係　課税第二係　課税第三係

滞納対策課　 徴収第一係　徴収第二係　徴収第三係

区民生活部 地域振興課

危機管理室長　　※の組織を所掌

契約課

施設課

（１）区長部局

行革推進係

秘書係
財政係

企画経営部 政策企画課 企画係
長期計画課

※目黒保健センター　

※碑文谷保健センター

保健相談係　放射線係

資格賦課係 給付係国保年金課 管理係

徴収整理係

保健サービス係　

戸籍証明係　戸籍届出係
住民記録係

外国人登録係

防災係

生活安全課※

戸籍住民課

東部地区サービス事務所 － 地域係

契約調査係契約係

保健サービス係　保健予防係　

総務係　文書係　法務係 庁舎管理係

税務課

検査係　用地管財係

国際交流課　

人権・同和政策係　　男女平等政策係

人事課

国際交流係

人事係　勤労係　人材育成係

人権政策課

情報課

広報課
区民の声課　

システム管理センター長　情報係

総　務　部

庶務係　区民活動支援係

総務課

報道・情報公開係　区報係
区民の声係

区長

行革推進課

※防災課

財政課
秘書課
協働推進課　
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目黒区組織図（平成20年12月22日現在）

介護保険資格・保険料係　介護保険給付係

施設事業係（老人福祉指導主事） いきがい事業係

高齢者センター係 老人いこいの家（25）

介護予防係

身体障害者相談係（身体障害者福祉司）

知的障害者相談係（知的障害者福祉司）

福祉工房（３）　すくすくのびのび園

保護第一係　保護第二係　保護第三係

手当・医療係

入園相談係　保育園（21）

開発係　狭あい道路係

自転車撤去係　占用係　境界係

土木設計係 工事管理・指導係

土木事務所（２）

※道路用地係　

利用係　みどりの係　建設係　公園事務所

構造設備係　設備係　監察係

環境情報係　公害対策係　公害相談係

会計管理室
(会計管理者）

会計課 審査係  出納係

環境計画係

管理調整係　普及係

環境清掃部 環境保全課 環境美化推進係 温暖化対策係

住宅課 住宅計画係　住宅調整係　居住支援係

みどりと公園課 公園管理係　管理調整係　公園計画係

建築課 受付係　審査係　調査係

土木工事課 工務係　 土木計画係

※街路係　街路計画係

※自由が丘地区整備課 － 地区整備係
道路管理課 交通安全係 道路監察係 道路調整係 自転車対策係

※中目黒地区整備課 － 地区整備係

都市計画係
都市整備課 街づくり調整係　住環境整備係

都市整備部 都市計画課 庶務係　建築調整係

保育課 保育係　 保育指導係

保育計画課 保育計画係 保育サービス推進係

子ども政策課 子ども政策係 子どもの権利擁護係

子ども家庭支援センター係

管理係　相談援護係

健康推進部 ※の組織を所掌

子育て支援部 子育て支援課 子育て支援係 児童館係長　児童館（13）

保健係 相談支援係

高齢福祉計画係 高齢者福祉住宅係

街づくり推進部　※の組織を所掌

※

南部保健福祉サービス事務所　－ 相談支援係　

介護保険計画係 事業者指導係

清掃事務所

ごみ減量課 清掃計画係
資源化推進係
管理係　資源・計画係

西部保健福祉サービス事務所　－ 相談支援係　保健係　

障害福祉課

包括支援係

介護保険認定係 介護認定相談係

介護保険課 介護保険管理係

東部保健福祉サービス事務所　－ 相談支援係　保健係

中央保健福祉サービス事務所　－ 相談支援係　保健係　

北部保健福祉サービス事務所　－ 相談支援係　保健係

作業係　清掃事業所

給付係　障害福祉計画係　 支援事業係

障害施設整備課

障害福祉施設係

生活福祉課

大橋地区整備課 － 地区整備係

包括支援調整課

高齢福祉課 在宅事業係　

・ISO推進担当
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目黒区組織図（平成20年12月22日現在）

（２）区議会及び行政委員会

青少年係　文化財係　社会教育主事

社会教育館（４）緑が丘文化会館　青少年プラザ

計画指導係

事業計画係　資料係　貸出・予約係　運営管理係

図書館（７）　

学事係

特別支援学級整備係

区立小学校（22）区立中学校（10）区立幼稚園（5）

監査委員 事　務　局 次長 監査係

選挙管理委員会 事　務　局 次長 選挙係

スポーツ振興課 管理係　

八雲中央図書館 庶務係  施設維持管理係

スポーツ事業係

保健給食係

教
育
委
員
会

教
育
長 庶務係　秘書係　計画調整係

学校安全対策係
教育改革推進課

学校施設計画課 学校施設計画係

特別支援教育相談係学務課

区議会 事　務　局 次長

企画調整課

教育次長・生涯学習推進担当

指導課 指導係　教職員係　

めぐろ歴史資料館

統括指導主事 指導主事

事務係

統括指導主事 指導主事

地域学習課 社会教育係　地域教育係

めぐろ学校サポート
センター

庶務係　議事・調査係　広報係

教育改革推進係
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