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平成 29年度の組織改正について 

 

 

 市民の期待に応え、効率的・効果的な行政運営を進めるとの基本方針に沿って、役割

や機能の低下した組織について統合・廃止を行い、行政組織の簡素化・効率化を図ると

ともに、新たな行政需要や課題に対応するための体制の整備を図ります。 

  その主な内容は、下記のとおりです。 

 

記 

 

 

１ 市長部局等の組織改正 

(１) 新たな行政課題への対応 

○アジア競技大会の推進に係る組織体制の強化 参考資料 P2,13 ※1 

2026 年に愛知・名古屋で開催予定の第 20 回アジア競技大会に向け、県、関係

団体等との調整を行いつつ、競技会場計画、選手村のあり方及びその後利用につ

いて検討を進めていくため、新たに総務局に主幹（アジア競技大会の推進に係る

総合調整）を設置し、住宅都市局の主幹（まちづくりに係る特命事項の処理）が

兼務します。 

 
 
 
 

○リニア中央新幹線の開業等への対応 参考資料 P13,14 ※2 

リニア中央新幹線の開業に向け、国や県、鉄道事業者等との高度な調整を行い、

名古屋駅地区のまちづくりを強力に推進するため、住宅都市局に参事（名駅開発

等）を設置します。 

また、名古屋駅周辺において、道路を開削しての大規模な工事が行われること

に伴い、道路管理者として事業者等との調整業務に対応するため、緑政土木局に

主幹（リニア関連工事等調整）を設置します。 
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○県費負担教職員の移管に伴う執行体制 参考資料 P17,18 ※3 

県費負担教職員の給与負担等が移譲されることに伴い、新たに発生する教職員

の定数管理、給与や勤務条件等に係る調整等を行うため、教育委員会事務局に主

幹（教職員定数・給与等）を設置します。 

また、愛知県の名古屋給与事務所で行っていた教職員に係る給与の支払事務等

を担う給与係を設置し、学校事務支援センター（課長級）の名称を学校事務セン

ター（課長級）に改めます。さらに、学校事務の改善に係る企画、調整及び指導

等を行うため、小・中学校に主査（学校事務改善）を 11 名設置し、学校事務セ

ンターに兼務させます。 
 
 
 

○子どもの貧困対策への体制強化 参考資料 P8,11 ※4 

中学生の学習支援事業などの生活困窮者自立支援を、ホームレス関連施策とあ

わせて重点的に推進するため、健康福祉局に主幹（生活困窮者自立支援）を設置

します。 

あわせて中学生の学習支援事業の拡充や、ひとり親家庭の子どもの居場所づく

りモデル事業などへ対応するため、子ども青少年局に主査（ひとり親家庭の子ど

も等の支援の推進）を設置します。 
 
 
 

○熊本地震を教訓とした防災施策・計画・体制の見直しに向けた体制強化  

参考資料 P1 ※5 

災害救助物資の滞留や生活再建の遅れ、避難所運営体制など、熊本地震で発生

した課題に対する検討等を踏まえ、区役所及び本庁の職員配備体制の大幅な見直

し・強化などの対応策を本市防災施策等へ反映させるため、防災危機管理局に主

幹（防災に係る特命事項の処理）を設置します。 
 



3 

 

 
 

(２) 行政組織の見直し 

 

○以下の組織を再編、統合します。 

 

・健康福祉局の総務課及び監査室（課長級）を、総務課及び監査課に再編 

参考資料 P6 ※6 

・子ども青少年局子育て支援部の児童虐待対策室（課長級）を廃止し、業務を子ど

も福祉課及び中央児童相談所（部長級）に移管 参考資料 P10 ※7 

・子ども青少年局若葉寮（課長級）を廃止し、ひばり荘（課長級）と統合  

参考資料 P10 ※8 

・住宅都市局都市整備部の臨海開発推進室（課長級）を名港開発振興課に再編 

参考資料 P13 ※9 

・教育委員会事務局子ども応援委員会制度担当部の学校計画室（課長級）を教育環

境計画室（課長級）とし、総務部へ編入 参考資料 P16 ※10 

・教育委員会事務局鶴舞中央図書館（局長級）を部長級へ再編 参考資料 P18 ※11 

 

 

○以下の公の施設は、社会福祉法人への移管等に伴い、市の組織を廃止します。 

・子ども青少年局東栄保育園（課長級） 参考資料 P11 ※12 

 ・子ども青少年局北千種保育園（係長級） 参考資料 P11 ※13 

・子ども青少年局畑田保育園（係長級） 参考資料 P11 ※14 

  ・教育委員会事務局中村・富田・緑・徳重図書館（課長級） 参考資料 P18 ※15 
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２ 上下水道局の組織改正 

・リニア中央新幹線の整備に伴い、名古屋駅周辺における下水管路の工事全般に係る

施工協議、調整等について一体的に対応していくため、管路部保全課に主査（名古

屋駅周辺下水管路維持調整）を設置します。 参考資料 P21 ※16 

 

 

３ 交通局の組織改正 

・市営地下鉄東山線における業務の効率化を図るため、名古屋管区駅（係長級）と池

下管区駅（係長級）を統合します。 参考資料 P24 ※17 

 

 

４ 病院局の組織改正 

・西部医療センターにおいて総合調整を担当する西部医療センター長（局長級）を常

勤の職として設置します。 参考資料 P26 ※18 

・市立病院における臨床研究の管理や支援を充実させるため、新たに臨床研究管理部

を設置します。 参考資料 P25 ※19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【参考】平成 29年 4月 1日付組織改正における組織数の増減表 

 局長級 部長級 課長級 係長級 計 

市長部局等 △1 ＋3 ±0 ＋2 ＋4 

上下水道局 ±0 ― ±0 △3 △3 

交通局 ― ― ― ±0 ±0 

病院局 ＋1 ― ＋2 ＋2 ＋5 

合  計 ±0 ＋3 ＋2 ＋1 ＋6 

※教員及び病院組織を除く。 



（参考）

[凡例] 新設 兼務・併任 廃止 廃止 名称変更

Ⅰ 市長部局等

防災危機管理局 防災危機管理局

危機管理企画室（課長級） 危機管理企画室（課長級）

企　画　係 企　画　係

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

総　務　局 総　務　局

行政改革推進部 行政改革推進部

情報化推進課 情報化推進課

情報化企画係 情報化企画係

主査（情報化施策） 主査（ＩＣＴの活用推進）

情報システム係 情報基盤管理係

主査（情報システム） 主査（電子情報の保護対策）

備　　考

主幹（防災に係る特命事項の

　　　処理）

主査（防災に係る特命事項の

　　　処理）

　　　調整） 　　　調整）

緑政土木局主幹(道路等の危機管
理・水防)が兼務

主幹（危機管理に係る連絡  主幹（危機管理に係る連絡  

上下水道局企画経理部主幹(防
災・危機管理)が併任

総務局総務課長が兼務

財政局財政課長が兼務

市民経済局総務課長が兼務

観光文化交流局総務課長が兼務

環境局総務課長が兼務

市会事務局総務課長が併任

健康福祉局監査課長が兼務

交通局総務課長が併任

病院局総務課長が併任

消防局総務課長が併任

区役所総務課長が兼務

交通局総務課長が併任

病院局総務課長が併任

消防局総務課長が併任

子ども青少年局総務課長が兼務

区役所総務課長が兼務

住宅都市局総務課長が兼務

新 旧 対 照 表

(上下水道局情報システム課主査
 (情報化対策)が併任)

(上下水道局情報システム課主査
 (情報化対策)が併任)

改     正     前 改     正     後

市会事務局総務課長が併任

教育委員会事務局総務課長が併任 教育委員会事務局総務課長が併任

総務局総務課長が兼務

財政局財政課長が兼務

市民経済局総務課長が兼務

観光文化交流局総務課長が兼務

環境局総務課長が兼務

健康福祉局総務課長が兼務

子ども青少年局総務課長が兼務

住宅都市局総務課長が兼務

緑政土木局主幹(道路等の危機管
理・水防)が兼務

上下水道局企画経理部主幹(防
災・危機管理)が併任

※5

1



備　　考改     正     前 改     正     後

職　員　部 職　員　部

給　与　課 給　与　課
・

・

労　政　係 労　政　係

主査（教職員給与制度等） 廃止

安全衛生課 安全衛生課

安全衛生係 安全衛生係

主査（メンタルヘルス） 廃止

主幹（メンタルヘルス）

総合調整部 総合調整部

総合調整室（課長級） 総合調整室（課長級）

主幹（アジア競技大会の 主幹（アジア競技大会の

　　　推進に係る総合調 　　　推進に係る総合調

　　　整） 　　　整）
（H28.7設置 H28.12名称変更）

主幹（アジア競技大会の

　　　推進に係る総合調

　　　整）
(住宅都市局都市整備部主幹(まちづく
 りに係る特命事項の処理)が兼務)

主査（アジア競技大会の 主査（アジア競技大会の

　　　推進に係る総合調 　　　推進に係る総合調

　　　整） 　　　整）

主査（アジア競技大会の ② 主査（アジア競技大会の ②

　　　推進に係る総合調 　　　推進に係る総合調

　　　整）（H28.12設置） 　　　整）

主査（アジア競技大会の

　　　推進に係る総合調

　　　整）
(緑政土木局企画経理課主査(道路
 等に係る連絡調整)が兼務)

行政改革推進部主幹(行政改革)を
兼務

(行政改革推進部主幹(行政改革)を
 兼務)

教育委員会事務局学校教育部主幹
(権限移譲)を併任

(教育委員会事務局教職員課主査
 (権限移譲)を併任)

（H28.7設置 H28.12名称変更）

※1
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備　　考改     正     前 改     正     後

財　政　局 財　政　局

財　政　部 財　政　部

アセットマネジ アセットマネジ

メント推進室（課長級） メント推進室（課長級）

(住宅都市局営繕部主幹(アセット
 マネジメントの推進)を兼務)

アセットマネジ アセットマネジ

メント推進係 メント推進係

主幹（アセットマネジ 廃止

　　　メントの推進）
(住宅都市局営繕部主幹(アセット
 マネジメントの推進)を兼務)

主幹（アセットマネジ ③ 主幹（アセットマネジ ③

　　　メントの推進） 　　　メントの推進）
・住宅都市局住宅部主幹(整備計画) ・住宅都市局住宅部住宅企画課長が

が兼務 兼務
・住宅都市局都市整備部まちづくり ・住宅都市局都市整備部まちづくり

企画課長が兼務 企画課長が兼務
・教育委員会事務局学校整備課長が ・教育委員会事務局学校整備課長が

併任 併任

主幹（アセットマネジ

　　　メントの推進）

 の庁舎営繕等)が兼務)

主査（アセットマネジ 主査（アセットマネジ

　　　メントの推進） 　　　メントの推進）
(市民経済局区政課主査(区役所
 の庁舎営繕等)を兼務)

主査（保有資産の有効 主査（アセットマネジ

　　　活用促進） 　　　メントの推進）

主幹（アセットマネジメント 主幹（アセットマネジメント

　　　の推進に係る特命事項 　　　の推進に係る特命事項

　　　の処理） 　　　の処理）
(教育委員会事務局総務部主幹(教育 (教育委員会事務局総務部主幹(教育
 施設に関するアセットマネジメン  施設に関するアセットマネジメン
 トの推進に係る特命事項の処理)を  トの推進に係る特命事項の処理)を
 併任)  併任)

主査（アセットマネジメント 主査（アセットマネジメント

　　　の推進に係る特命事項 　　　の推進に係る特命事項

　　　の処理） 　　　の処理）
(教育委員会事務局教育環境計画室

  (教育施設に関するアセットマネ   主査(教育施設に関するアセット
  マネジメントの推進に係る特命事

 処理)を併任)  項の処理)を併任)

(教育委員会事務局企画経理課主査

  ジメントの推進に係る特命事項の

(市民経済局地域振興部主幹(区役所
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備　　考改     正     前 改     正     後

税　務　部 税　務　部

税　制　課 税　制　課

税　務　係 税　務　係

主査（市税事務所） 廃止

税務システム係 税務システム係

主査（番号制度導入に伴う 廃止

　　　システム改修等）

主幹（臨時福祉給付金等 主幹（臨時福祉給付金の

　　　の支給に係る調整） 　　　支給に係る調整）

主査（臨時福祉給付金等 ② 主査（臨時福祉給付金の

　　　の支給に係る調整） 　　　支給に係る調整）

廃止

主幹（税務システム再構築・ 主幹（税務システム再構築・

　　　事務改善） 　　　事務改善）

主査（税務システム再構築・

　　　事務改善）

市民経済局 市民経済局

地域振興部 地域振興部

区　政　課 区　政　課

管　理　係 管　理　係

主幹（区役所の庁舎営繕等）

主査（区役所の庁舎営繕等）

地域振興課 地域振興課

地域振興係 地域振興係

地域安全推進課 地域安全推進課

地域安全推進係 地域安全推進係

主査（客引き等の適正化）

廃止

(財政局財政部主幹(アセットマネジ
 メントの推進)を兼務)

(財政局アセットマネジメント推進
 室主査(アセットマネジメントの
 推進)が兼務)

主幹（地域コミュニティ 主幹（地域コミュニティ

　　　活性化支援） 　　　活性化支援）

主査（地域コミュニティ ② 主査（地域コミュニティ

　　　活性化支援） 　　　活性化支援）

(健康福祉局主幹(臨時福祉給付金
 等)が兼務)

(健康福祉局主幹(臨時福祉給付金)
 が兼務)

(健康福祉局総務課主査(臨時福祉
 給付金等)が兼務)

(健康福祉局総務課主査(臨時福祉
 給付金)が兼務)
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備　　考改     正     前 改     正     後

住　民　課 住　民　課

戸籍住民係 戸籍住民係

観光文化交流局 観光文化交流局

観光交流部 観光交流部

ＭＩＣＥ推進室（課長級） ＭＩＣＥ推進室（課長級）

ＭＩＣＥ推進係 ＭＩＣＥ推進係

主査（国際展示場） 主査（国際展示場）
(住宅都市局臨海開発推進室主査 (住宅都市局名港開発振興課主査
 (金城ふ頭開発)を兼務)  (金城ふ頭開発)を兼務)

主査（国際展示場）
(住宅都市局名港開発振興課主査
 (金城ふ頭開発)を兼務)

文化歴史まちづくり部 文化歴史まちづくり部

文化振興室（課長級） 文化振興室（課長級）

企画事業係 企画事業係

廃止

廃止

歴史まちづくり推進室（課長級） 歴史まちづくり推進室（課長級）

事業推進係 事業推進係

廃止

環　境　局 環　境　局

施　設　部 施　設　部

工　場　課 工　場　課

計　画　係 計　画　係

主幹（建設計画） 主幹（建設計画）

主査（建設計画） 主査（建設計画）

主査（歴史的な資産を活用

　　　した都市魅力の向上）
(文化振興室主査(文化に係る都市
 魅力の向上)が兼務)

主査（文化に係る都市魅力

　　　の向上）
(歴史まちづくり推進室主査(歴史
 的な資産を活用した都市魅力の
 向上)を兼務)

主査（あいちトリエン ②

　　　ナーレの開催）

主幹（国際展示場等に係る 主幹（国際展示場等に係る

　　　企画調整） 　　　企画調整）
(住宅都市局都市整備部主幹(金城
 ふ頭開発)を兼務)

(住宅都市局都市整備部主幹(金城
 ふ頭開発)を兼務)

主査（番号制度導入に伴う 廃止

　　　システム改修等）

主査（南陽工場設備更新）

5



健康福祉局 健康福祉局

総　務　課 総　務　課

庶　務　係 庶　務　係

企　画　係 企　画　係

主査（保健と福祉の連携

　　　強化）

調査統計係

主幹（臨時福祉給付金 主幹（臨時福祉給付金）

　　　等）

主査（臨時福祉給付金 ② 主査（臨時福祉給付金）

　　　等）

廃止

監　査　室（課長級） 監　査　課
・  防災危機管理局主幹(危機管理に

係る連絡調整)を兼務

・  子ども青少年局主幹(監査指導)を

兼務

調　査　係

監　査　係

主査（法人監査等）② 主査（法人監査）

廃止

主査（施設監査） 主査（施設監査）

主査（施設監査） 主査（施設監査）

改     正     前 改     正     後 備　　考

(子ども青少年局主幹(監査指導)を
 兼務)

(子ども青少年局子ども未来課
 主査(情報統計)を兼務)

(子ども青少年局総務課主査(監査
 指導)を兼務)

(子ども青少年局総務課主査(監査
 指導)を兼務)

(子ども青少年局総務課主査(監査
 指導)を兼務)

(防災危機管理局主幹(危機管理に
 係る連絡調整)を兼務)

(子ども青少年局子ども未来課
 主査(情報統計)を兼務)

(財政局税務部主幹(臨時福祉給付金
 の支給に係る調整)を兼務)(財政局税務部主幹(臨時福祉給付金

 等の支給に係る調整)を兼務)

(財政局税制課主査(臨時福祉給付金
 の支給に係る調整)を兼務)(財政局税制課主査(臨時福祉給付金

 等の支給に係る調整)を兼務)

(子ども青少年局総務課主査(監査
 指導)を兼務)

(子ども青少年局総務課主査(監査
 指導)を兼務)

※6
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改     正     前 改     正     後 備　　考

高齢福祉部 高齢福祉部

高齢福祉課 高齢福祉課

在宅福祉係 在宅福祉係

主査（持続可能な敬老パス 主査（持続可能な敬老パス

　　　制度の構築） 　　　制度の構築）
(障害企画課主査(福祉特別乗車
 券に係る調整)を兼務)

介護保険課 介護保険課

推　進　係 推　進　係

認定保険料係 認定保険料係

主査（要介護認定事務集約化

　　　に係る準備）

指　導　係 指　導　係

主査（介護予防・日常生活 廃止

　　　支援総合事業に係る
　　　システム改修等）

主幹（厚生院のあり方検討） 主幹（厚生院のあり方検討）
(生活福祉部主幹(援護事業・保護 (生活福祉部主幹(保護施設のあり方
 施設)が兼務)  検討)が兼務)

主幹（事業者指導） 主幹（事業者指導）

主査（事業者指導） 主査（事業者指導）

主査（給付の適正化に係る

　　　企画調整）

障害福祉部 障害福祉部

障害企画課 障害企画課

更　生　係 更　生　係

主査（福祉特別乗車券に 廃止

　　　係る調整）
(高齢福祉課主査(持続可能な敬老
 パス制度の構築)が兼務)

7



改     正     前 改     正     後 備　　考

生活福祉部 生活福祉部

保　護　課 保　護　課

事　務　係 事　務　係

主幹（援護事業・保護 廃止

　　　施設）

主幹（保護施設のあり方

　　　検討）

主査（保護施設のあり方

　　　検討）

主幹（生活困窮者自立支援）

主査（援護事業・保護 主査（援護事業・保護

　　　施設） 　　　施設）

主査（援護事業に係る 主査（援護事業に係る

　　　連絡調整） 　　　連絡調整）

主幹（困窮者支援） 廃止

保険年金課 保険年金課

保 険 料 係 保 険 料 係

主査（国民健康保険制度改革

　　　に係る企画調整）

主査（収納指導） 主査（収納指導）

主査（収納指導）⑤ 主査（収納指導）⑤

医療福祉課 医療福祉課

企　画　係 廃止

後期高齢者医療係 後期高齢者医療係

福祉医療係 福祉医療係

主査（収納指導・債権管理

　　　の推進）

(緑政土木局緑地管理課主査(公
 園適正利用)が兼務)

(緑政土木局緑地管理課主査(公園
 適正利用)が兼務)

(区役所保険年金課主査(収納指
 導)を兼務)(北区、西区、中区、
 中川区及び港区に限る。)

(区役所保険年金課主査(収納指
 導)を兼務)(北区、中村区、中
 区、中川及び港区に限る。)

(高齢福祉部主幹(厚生院のあり方
 検討)を兼務)

(高齢福祉部主幹(厚生院のあり方
 検討)を兼務)

※4
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改     正     前 改     正     後 備　　考

健　康　部 健　康　部

保健医療課 保健医療課

主査（医務指導・新型イン 廃止

　　　フルエンザ対策）

主幹（衛生研究所の整備） 主幹（衛生研究所の整備）
(衛生研究所副所長が兼務) (衛生研究所副所長が兼務)

主幹（医務指導・新型イン

　　　フルエンザ対策）

食肉衛生検査所（課長級） 食肉衛生検査所（課長級）

管　理　係 廃止

指導管理係

主査（監視指導・検査管理）

検査第一係 廃止

検査第二係 廃止

検　査　係

子ども青少年局 子ども青少年局

総　務　課 総　務　課

庶　務　係 庶　務　係

主幹（監査指導） 主幹（監査指導）
(健康福祉局監査室長が兼務) (健康福祉局監査課長が兼務)

主査（監査指導）② 主査（監査指導）

主査（監査指導）

主査（監査指導） 主査（監査指導）

子ども未来課 子ども未来課

子ども企画係 子ども企画係

主査（情報統計） 主査（情報統計）
(健康福祉局総務課調査統計係長
 が兼務)

(健康福祉局監査課調査係長が兼務)

(健康福祉局監査室主査(法人監査
 等)が兼務)

(健康福祉局監査課監査係長が兼務)

(健康福祉局監査課主査(法人監査)
 が兼務)

(健康福祉局監査室主査(施設監査)
 が兼務)

(健康福祉局監査課主査(施設監査)
 が兼務)
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改     正     前 改     正     後 備　　考

子育て支援部 子育て支援部

子ども福祉課 子ども福祉課

子ども福祉係 子ども福祉係

主幹（児童虐待対策に係る

　　　企画調整）

主査（児童虐待対策に係る

　　　企画調整）

主幹（女性福祉） 主幹（女性福祉）

主査（女性福祉）② 主査（女性福祉）

廃止

児童虐待対策室（課長級） 廃止

主査（児童虐待対策に ② 廃止

　　　係る企画調整）

主幹（児童虐待対策に

　　　係る企画調整）

児童福祉センター（部長級） 児童福祉センター（部長級）

中央児童相談所（部長級） 中央児童相談所（部長級）

相　談　課 相　談　課

相談調整係 相談調整係

主幹（児童相談所に係る

　　　企画調整）

主査（児童相談所に係る

　　　企画調整）

若　葉　寮（課長級） 廃止

指　導　係 廃止

ひ ば り 荘（課長級） ひ ば り 荘（課長級）

指　導　係

主査（里親委託等の推進）

保　育　部 保　育　部

保育企画室（課長級） 保育企画室（課長級）

保育企画係 保育企画係

認可給付係 認可給付係

主幹（子ども・子育て支 廃止

　　　援新制度に係る企

　　　画調整）

主査（子ども・子育て支 主査（子ども・子育て支

　　　援新制度に係る企 　　　援新制度に係る企

　　　画調整） 　　　画調整）

※7

※8
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改     正     前 改     正     後 備　　考

主幹（待機児童対策） 主幹（待機児童対策）

主査（待機児童対策）② 主査（待機児童対策）②

保育運営課 保育運営課

保育指導係 保育指導係

保　育　園（105） 保　育　園（105）

東 保 育 園（課長級） 東 保 育 園（課長級）

東栄保育園（課長級） 廃止

牧野池保育園（課長級） 牧野池保育園（課長級）

北千種保育園（係長級） 廃止

畑田保育園（係長級） 廃止

平針原保育園（係長級） 平針原保育園（課長級） 係長級→課長級

青少年家庭部 青少年家庭部

青少年家庭課 青少年家庭課

家庭支援係 家庭支援係

　　　の推進）

主査（待機児童対策）

主査（指導監査等）

主査（保育所等に係る

　　　企画調整）

主査（保育所等に係る

　　　企画調整）

主査（保育所等に係る

　　　企画調整）

主査（ひとり親家庭の

　　　子ども等の支援
※4

※12

※13

※14
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住宅都市局 住宅都市局

企画経理課

企　画　係 企　画　係

主幹（企画・外郭団体） 主幹（企画調整）

主査（企画・外郭団体） 主査（企画調整）

営　繕　部 営　繕　部

企画保全課 企画保全課

機械計画係 機械計画係
(専任化)

 が事務取扱)

電気計画係 電気計画係

 が事務取扱)

主幹（保全・省エネルギー） 主幹（保全・省エネルギー）
(企画保全課機械計画係長を事務 (企画保全課電気計画係長を事務
 取扱)  取扱)

住　宅　部 住　宅　部

住宅企画課 住宅企画課

企　画　係 企　画　係

主査（市営住宅のアセットマ

　　　ネジメントの推進等）

民間住宅係 民間住宅係

廃止

住宅整備課 住宅整備課

住宅整備係 住宅整備係

主幹（整備計画） 主幹（整備計画等）

主査（整備計画・耐震対策） 主査（整備計画・耐震対策）

改     正     前 改     正     後 備　　考

企画経理課

　　　メントの推進） 　　　メントの推進）
(財政局財政部主幹(アセットマネジ
 メントの推進)が兼務)

(財政局アセットマネジメント推進
 室長が兼務)

(財政局財政部主幹(アセットマネジ
 メントの推進)を兼務)

主幹（アセットマネジ 主幹（アセットマネジ

主査（環境配慮型住宅

　　　整備）

(財政局財政部主幹(アセットマネジ
 メントの推進)を兼務)

主査（民間活力導入）

(営繕部主幹(保全・省エネルギー)

(営繕部主幹(保全・省エネルギー)
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改     正     前 改     正     後 備　　考

都市整備部 都市整備部

まちづくり企画課 まちづくり企画課
(財政局財政部主幹(アセットマネジ (財政局財政部主幹(アセットマネジ
 メントの推進)を兼務)  メントの推進)を兼務)

主幹（まちづくりに係る特命

　　　事項の処理）

区画整理課 区画整理課

志段味推進係 志段味推進係

主幹（志段味総合整備） 主幹（志段味総合整備）

主査（志段味）② 主査（志段味）②

臨海開発推進室（課長級） 廃止

名港開発振興課

臨海部拠点整備係 企　画　係

主幹（金城ふ頭開発） 主幹（金城ふ頭開発）

主幹（金城ふ頭開発） 主幹（金城ふ頭開発）

主査（金城ふ頭開発）③ 主査（金城ふ頭開発）③

主査（金城ふ頭開発）② 主査（金城ふ頭開発）②
・ ・

・ ・

主査（金城ふ頭開発）
(観光文化交流局MICE推進室主査
 (国際展示場)が兼務)

リニア関連都心開発部 リニア関連都心開発部

都心まちづくり課 都心まちづくり課

整備推進係 企　画　係

事業調整係 事業推進係

参事（名駅開発等）
(リニア関連・名駅周辺開発推進課長
 を事務取扱)

リニア関連・名駅周辺開発 リニア関連・名駅周辺開発

推進課 推進課
(参事(名駅開発等)が事務取扱)

主査（事業推進）

(観光文化交流局観光交流部主幹
 (国際展示場等に係る企画調整)
 が兼務)

(観光文化交流局観光交流部主幹
 (国際展示場等に係る企画調整)
 が兼務)

観光文化交流局MICE推進室主査
(国際展示場)が兼務

観光文化交流局MICE推進室主査
(国際展示場)が兼務

観光文化交流局MICE推進室主査
(国際展示場機能強化)が兼務

観光文化交流局MICE推進室主査
(国際展示場機能強化)が兼務

(総務局総合調整部主幹(アジア競技
 大会の推進に係る総合調整)を兼務)

※2

※1

※9
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改     正     前 改     正     後 備　　考

緑政土木局 緑政土木局

企画経理課 企画経理課

企　画　係 企　画　係

主幹（企画） 主幹（企画）

主査（広域交通に係る企画 主査（広域交通に係る企画

　　　調整） 　　　調整）
 (観光文化交流局国際交流課主査  (観光文化交流局国際交流課主査

 (空港)を兼務)  (空港)を兼務)

主査（道路等に係る連絡

　　　調整）

 整)を兼務)

参事（技術）
(参事(地域企画)が兼務)

技術指導課 技術指導課

参事（地域企画） 参事（地域企画）
(参事(技術)を兼務) (参事(技術)を兼務)

路　政　部 路　政　部

参事（技術） 廃止
(参事(地域企画)が兼務)

道路管理課 道路管理課

監　理　係 監　理　係

道路建設部 道路建設部

道路建設課 道路建設課

事業計画係 事業計画係

道　路　係 道　路　係

都市環境整備係 廃止

主幹（道路・都市環境等） 廃止

主幹（橋梁）

主幹（特定道路建設） 主幹（特定道路建設等）

主査（特定道路建設） 廃止

 競技大会の推進に係る総合調

主幹（リニア関連工事等

　　　調整）

主査（リニア関連工事等

　　　調整）

(総務局総合調整室主査(アジア

主査（事業調整）

主査（都市環境整備）

※2
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改     正     前 改     正     後 備　　考

河　川　部 河　川　部

河川管理課 河川管理課

管　理　係 管　理　係

主査（資産利活用） 廃止

河川工務課 河川工務課

維　持　係 維　持　係

主査（水防対策・施設 主査（水防対策等）

　　　管理）

設　計　係 設　計　係

施設整備係 施設整備係

参事（農政） 参事（農政）

都市農業課 都市農業課

農　政　係 農　政　係

主幹（農業委員会改革等） 主幹（農業委員会改革等）

主査（農業委員会改革等） 主査（農業委員会改革等）

東山総合公園（部長級） 東山総合公園（部長級）

(東山総合公園次長を兼務)

次　長（部長級） 次　長（部長級）

(東山総合公園長が兼務) (専任化)
(東山動物園長を事務取扱)

東山動物園（課長級） 東山動物園 （課長級）

(東山総合公園次長が事務取扱)

消　防　局 消　防　局

予　防　部 予　防　部

指　導　課 指　導　課

指　導　係 指　導　係

主幹（権限移譲） 主幹（権限移譲等）

主査（権限移譲） 主査（権限移譲）

(農業委員会事務局主幹(農業委員会
 改革等)に充てる)

(農業委員会事務局農政課主査(農業
 委員会改革等)に充てる)
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農業委員会事務局 農業委員会事務局

農　政　課 農　政　課

農　政　係 農　政　係

主幹（農業委員会改革等）

主査（農業委員会改革等）

教育委員会事務局 教育委員会事務局

総　務　部 総　務　部

学　事　課 学　事　課

学校財務係 学校財務係
(学校事務支援センター主査

 (企画)を兼務)

（子ども応援委員会制度担当部）

学校計画室（課長級） 教育環境計画室（課長級）

計　画　係 計　画　係

主幹（学校規模の適正化等） 主幹（学校規模の適正化等）

主査（学校規模の適正化） 主査（学校規模の適正化）

主査（幼児教育施設等） 廃止

主査（幼稚園の再編等）

 に係る特命事項の処理)が兼務)

（総　務　部）

（企画経理課）

（企画統計係）

主幹（教育施設に関する 主幹（教育施設に関する

　　　アセットマネジメ 　　　アセットマネジメ

　　　ントの推進に係る 　　　ントの推進に係る

　　　特命事項の処理） 　　　特命事項の処理）
(財政局財政部主幹(アセットマネ (財政局財政部主幹(アセットマネ
 ジメントの推進に係る特命事項の  ジメントの推進に係る特命事項の

 処理)が併任)  処理)が併任)

主査（教育施設に関する 主査（教育施設に関する

　　　アセットマネジメ 　　　アセットマネジメ

　　　ントの推進に係る 　　　ントの推進に係る

　　　特命事項の処理） 　　　特命事項の処理）
(財政局アセットマネジメント推 (財政局アセットマネジメント推
 進室主査(アセットマネジメン  進室主査(アセットマネジメン
 トの推進に係る特命事項の処理)  トの推進に係る特命事項の処理)
 が併任)  が併任)

備　　考改     正     前 改     正     後

(緑政土木局主幹(農業委員会改革
 等)を充てる)

(緑政土木局都市農業課主査(農業
 委員会改革等)を充てる)

(指導室主査(高等学校・幼稚園教育

※10
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備　　考改     正     前 改     正     後

学校整備課 学校整備課

営　繕　係 営　繕　係

主査（学校施設の環境整備 廃止

　　　推進）

学校事務支援センター（課長級）

主査（企画） 廃止

主査（企画）② 廃止
・学事課学校財務係長が兼務
・教職員課管理係長が兼務

学校教育部 学校教育部

指　導　室（課長級） 指　導　室（課長級）

事　務　係 事　務　係

主幹（高等学校・幼稚園 主幹（高等学校・幼稚園

　　　教育） 　　　教育）

主査（高等学校・幼稚園

　　　教育に係る特命事

　　　項の処理）
(教育環境計画室主査(幼稚園の
 再編等)を兼務)

教 職 員 課 教 職 員 課

管　理　係 管　理　係
(学校事務支援センター主査
 (企画)を兼務)

主幹（権限移譲） 廃止

主幹（権限移譲） 廃止
(総務局職員部給与課長が併任)

主査（権限移譲）② 廃止

主査（権限移譲） 廃止
(総務局給与課主査(教職員給与

 制度等)が併任)

主幹（教職員定数・給与等）

主査（教職員定数・給与等）

学校事務センター（課長級）

給　与　係

事務支援係

主査（学校事務改善） ⑪
(小学校・中学校主査(学校事務改
 善)が兼務)

※3
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備　　考改     正     前 改     正     後

鶴舞中央図書館（局長級） 鶴舞中央図書館（部長級） 局長級→部長級

中村図書館（課長級） 廃止

奉　仕　係 廃止

富田図書館（課長級） 廃止
(中川図書館長が兼務)

奉　仕　係 廃止

緑 図 書 館（課長級） 廃止
(徳重図書館長を兼務)

奉　仕　係 廃止

徳重図書館（課長級） 廃止
(緑図書館長が兼務)

奉　仕　係 廃止

美　術　館 美　術　館

学　芸　課 学　芸　課
(学芸係長を事務取扱)

学　芸　係 学　芸　係
(学芸課長が事務取扱) (専任化)

小　学　校 小　学　校

主査（学校事務改善）
(学校事務センター主査(学校事務
 改善)を兼務)(小学校のうち8校
 に限る。)

中　学　校 中　学　校

主査（学校事務改善）
(学校事務センター主査(学校事務
 改善)を兼務)(中学校のうち3校
 に限る。)

特別支援学校 特別支援学校

事　務　長 （係長級）

(南養護学校分校を除く。)

区　役　所 区　役　所

区民福祉部 区民福祉部

民生子ども課 民生子ども課

保　護　係 保　護　係

主査（生活保護） 主査（生活保護）

主査（生活保護）

(注)（　）内の組織は教員組織のため組織数の増減にはカウントしないが、参考として掲載した。

(東区、中村区、中区、中川区、
 港区及び南区を除く。)

(東区、中村区、中区、中川区、
 港区及び南区を除く。)

(千種区及び北区に限る。)

※15

※11

※3
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備　　考改     正     前 改     正     後

保険年金課 保険年金課

管　理　係 管　理　係

主査（収納指導） 主査（収納指導）

保　健　所 保　健　所

保健予防課 保健予防課

保健感染症係 保健感染症係

主査（医務） 主査（医務）
(保健所長が事務取扱)(中区を (保健所長が事務取扱)(中村区
 除く。)  及び中区を除く。)

廃止 中村区

主幹（医務）
(中村区に限る。)

(健康福祉局保険年金課主査(収
 納指導)が兼務)(北区、西区、
 中区、中川区及び港区に限る。)

(健康福祉局保険年金課主査(収
 納指導)が兼務)(北区、中村区、
 中区、中川区及び港区に限る。)
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Ⅱ 上下水道局

上下水道局 上下水道局

次　長（局長級） 次　長（局長級）

(技術本部長を兼務) (経営本部長を兼務)

総　務　部 総　務　部

情報システム課 情報システム課

情報管理係 情報管理係

主査（情報化対策） 主査（情報化対策）
(総務局情報化推進課主査(情報 (総務局情報化推進課主査(電子
 システム)を併任)  情報の保護対策)を併任)

経 営 本 部（局長級） 経 営 本 部 （局長級）

(次長が兼務)

企画経理部 企画経理部

資産活用課 資産活用課

資産活用係 資産管理係

主査（資産活用）

用　地　係 活用推進係

主査（資産活用の企画・

　　　調整）

主査（用地） 主査（用地）

営　業　部 営　業　部

営　業　課 営　業　課

事　務　係 事　務　係

主査（給排水事務調整） 廃止

営業推進係 営業推進係

主幹（営業所業務の企画・ 主幹（営業所業務の企画・

　　　調整） 　　　調整）

主査（営業所業務の企画・

　　　調整）

中 営 業 所（課長級） 中 営 業 所（課長級）

営　業　係 営　業　係

主査（東サービスステー 廃止

　　　ション）

中川営業所（課長級） 中川営業所（課長級）

営　業　係 営　業　係

主査（熱田サービスステー 廃止

　　　ション）

改     正     前 改     正     後 備　　考
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改     正     前 改     正     後 備　　考

技 術 本 部（局長級） 技 術 本 部（局長級）

(次長が兼務) (専任化)

計　画　部 計　画　部

下水道計画課 下水道計画課

計画第二係 計画第二係

主査（下水道施設の改築に

　　　係る事業調整）

技術システム課 技術システム課

技術システム管理係 技術システム管理係

主査（技術情報推進）

主査（アセットマネジ 廃止

　　　メント推進）

図面情報第一係 廃止

図面情報第二係 廃止

図面情報係

技術開発室（課長級） 技術開発室（課長級）

技術開発係 技術開発係

主査（土木系技術開発） 廃止

主査（設備系技術開発） 廃止

主査（水質系技術開発） 廃止

主査（技術開発） ③

管　路　部 管　路　部

保　全　課 保　全　課

維　持　係 維　持　係

主査（名古屋駅周辺下水管路

　　　維持調整）

管路計画係 管路計画係

主幹（管路業務の効率化） 主幹（下水管路維持改築の

　　　総合調整）

主査（管路業務の効率化） 主査（下水管路維持改築の

　　　総合調整）

※16
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改     正     前 改     正     後 備　　考

北部管路センター（課長級） 北部管路センター（課長級）

主幹（管路施工管理総括）② 主幹（管路施工管理総括）②
・ (専任化)

・

船附出張所長（課長級） 廃止

下水維持第一係 廃止

下水維持係

稲西出張所長（課長級） 廃止

下水維持第二係 廃止

施　設　部 施　設　部

水質管理課 水質管理課

主幹（処理水質調整） 主幹（処理水質調整）
(南部宝神水処理事務所副所長を
 兼務)

(南部宝神水処理事務所主幹(空見
 スラッジリサイクルセンター管
 理調整)を兼務)

北部管路センター船附出張所長
が兼務

北部管路センター稲西出張所長
が兼務

(北部管路センター主幹(管路施工
 管理総括)を兼務)

(北部管路センター主幹(管路施工
 管理総括)を兼務)
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改     正     前 改     正     後 備　　考

施設整備課 施設整備課

整備計画係 整備計画係

主査（設備保全管理の 廃止

　　　総合調整）

主査（露橋水処理セン 廃止

　　　ター開設準備）

設備保全係

主査（伝馬町水処理セン

　　　ター管理）

主幹（設備保全管理の総合

　　　調整）

中部山崎水処理 廃止

事務所（課長級）

副　所　長（課長級） 廃止

事　務　係 廃止

処理第一係 廃止

処理第二係 廃止

主査（ポンプ施設整備） 廃止

西部打出水処理 西部打出水処理

事務所（課長級） 事務所（課長級）

処理第一係 処理第一係

主査（露橋水処理センター

　　　管理）

南部宝神水処理 南部宝神水処理

事務所（課長級） 事務所（課長級）

副　所　長（課長級） 副　所　長（課長級）

(専任化)

事　務　係 事　務　係

処　理　係 廃止

処理第一係

処理第二係

主査（ポンプ施設整備） 主査（ポンプ施設整備）

主査（ポンプ施設整備）

主幹（空見スラッジリサイ

　　　クルセンター管理調

　　　整）

主査（汚泥処理） 主査（空見スラッジリサイ

　　　クルセンター管理調

　　　整）

(施設部主幹(処理水質調整)が兼務)

(施設部主幹(処理水質調整)が兼務)
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Ⅲ 交通局

交　通　局 交　通　局

営 業 本 部（局長級） 営 業 本 部（局長級）

企画財務部 企画財務部

経営企画課 経営企画課

企　画　係 企　画　係

廃止

主査（料金制度等） 廃止

電　車　部 電　車　部

東山線駅務区（課長級） 東山線駅務区（課長級）

名古屋管区駅（係長級） 名古屋管区駅（係長級）

首 席 助 役（係長級） 首 席 助 役（係長級）

首 席 助 役 ②（係長級）

池下管区駅（係長級） 廃止

首 席 助 役（係長級） 廃止

名城線西部駅務区（課長級）

栄 管 区 駅（係長級） 栄 管 区 駅（係長級）

首 席 助 役 ②（係長級） 首 席 助 役 ②（係長級）

金山管区駅（係長級）

首 席 助 役（係長級）

名城線東部駅務区（課長級）

金山管区駅（係長級）

首 席 助 役（係長級）

首 席 助 役 （係長級）

名古屋大学管区駅（係長級） 名古屋大学管区駅（係長級）

首 席 助 役（係長級） 首 席 助 役（係長級）

首 席 助 役 （係長級）

新瑞橋管区駅（係長級） 廃止

首 席 助 役（係長級） 廃止

改     正     前 改     正     後 備　　考

主査（交通事業に係る連絡

　　　調整）

主査（交通事業に係る連絡
　　　調整等）

主査（経営に係る企画調整）

名城線北部駅務区（課長級）

名城線南部駅務区（課長級）

※17
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Ⅳ 病院局

病　院　局 病　院　局

管　理　部 管　理　部

経　理　課 経　理　課

主幹（経営戦略）
(西部医療センター病院経営戦略室
 副室長を事務取扱)

主査（経営戦略）
(東部医療センター病院経営戦略室
 副室長を兼務)

(東部医療センター病院副院長が兼務)

（課長級）

東部医療センター病院（局長級） 東部医療センター病院（局長級）

副　院　長 ⑤（部長級） 副　院　長 ④（部長級）

副　院　長（部長級）

(病院局臨床研究管理部長を兼務)

副　院　長 （部長級）

(看護部長を事務取扱)

リハビリテーション科（課長級） リハビリテーション科（課長級）

副　部　長 ②（係長級） 副　部　長（係長級）

廃止

技　師　長 （課長級）

リハビリテーション係長

薬　剤　科（課長級） 薬　剤　科（課長級）

主査（臨床試験） 廃止

看　護　部（課長級） 看　護　部 （課長級）

(副院長が事務取扱)

経営戦略室（課長級） 経営戦略室（課長級）

主幹（経営戦略） 廃止

副　室　長 （係長級）

医療安全管理室（課長級） 医療安全管理室（課長級）

副　室　長 ②（課長級）

(診療科部長が兼務)

主幹（医療安全） 主幹（医療安全）

主査（医療安全）

情報管理室（課長級） 情報管理室（課長級）

主査（病院情報システム等） 主査（病院情報システム等）

(注)（　）内の組織は病院組織のため組織数の増減にはカウントしないが、参考として掲載した。

改     正     前 改     正     後 備　　考

臨床研究管理部

臨床研究管理室

主査（臨床研究管理）

(病院局経理課主査(経営戦略)が
 兼務)

(医事課主査(情報連携)を兼務)

※19

25



改     正     前 改     正     後 備　　考

管　理　部 管　理　部

管　理　課 管　理　課

医　事　課

医　事　係 医　事　係

主幹（医事） 廃止

主査（情報連携）

西部医療センター 西部医療センター（局長級）

(非常勤職員) (常勤職員化)

西部医療センター病院（局長級） 西部医療センター病院（局長級）

副　院　長 ⑤（部長級） 副　院　長 ⑤（部長級）

リハビリテーション科（課長級） リハビリテーション科（課長級）

副　部　長 ②（係長級） 副　部　長（係長級）

廃止

リハビリテーション係長

経営戦略室（課長級） 経営戦略室（課長級）

主幹（経営戦略） 廃止

副　室　長 （係長級）

医療安全管理室（課長級） 医療安全管理室（課長級）

副　室　長 ②（課長級）

(診療科部長が兼務)

主幹（医療安全） 主幹（医療安全）

主査（医療安全）

情報管理室（課長級） 情報管理室（課長級）

主査（病院情報システム等） 主査（病院情報システム等）

管　理　部 管　理　部

管　理　課 管　理　課

医　事　課

医　事　係 医　事　係

主幹（医事） 廃止

主査（情報連携）

(注)（　）内の組織は病院組織のため組織数の増減にはカウントしないが、参考として掲載した。

(情報管理室主査(病院情報シス
 テム等)が兼務)

(情報管理室主査(病院情報シス
 テム等)が兼務)

(病院局管理部主幹(経営戦略)が
 事務取扱)

(医事課主査(情報連携)を兼務)

※18
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