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平成 31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 

○第 20 回アジア競技大会の推進に係る執行体制の強化等 別冊資料 P2,3 ※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て、2019 年

５月以降に愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会（仮称）を設立し、愛知県と

連携しながら準備に取り組むため、総務局に参事（アジア競技大会に係る連絡調

整）、主幹（アジア競技大会に係る連絡調整）、主査（アジア競技大会に係る連

絡調整）を設置します。 

○資産経営戦略の推進体制 別冊資料 P4 ※2

市設建築物の再編整備等の推進と公有財産の総合調整機能の一層の強化に向け、

土地・建物について一体的かつ総合的に検討・調整し、資産の更なる有効活用を

図るための体制として、財政局の管財課とアセットマネジメント推進室を統合し、

資産経営戦略室を設置します。 

あわせて、全庁横断的に資産経営の取り組みを推進するため、参事（資産経営

戦略）を設置します。 
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○名古屋城調査研究体制等の強化 別冊資料 P10 ※3

特別史跡名古屋城跡にある多くの文化財や文献等の資料を学術的・総合的に調

査研究し、適切に保存活用し、次世代に継承するため、名古屋城総合事務所に名

古屋城調査研究センターを設置します。 

また、名古屋城木造天守閣の昇降に係る新技術の開発について、国際公募に関

する調整や、利用者となる障害者や高齢者等のニーズの把握や各種技術とのマッ

チングを行うため、名古屋城総合事務所に主幹（木造天守閣昇降技術開発等）を

設置するとともに、主幹（木造天守閣昇降技術開発支援）を設置し、市民経済局

工業研究所主幹（技術支援）が兼務します。 

○子ども・親総合支援執行体制の強化 別冊資料 P20 ※4

子どもや若者が生涯を通じたライフプランを描けるよう、将来の針路を応援す

る子ども・親総合支援をより強力に推進するため、子ども青少年局の子ども未来

企画監が事務取扱している子ども未来企画担当部を青少年家庭部と統合し、子ど

も未来企画部を設置します。 

あわせて、公平・中立かつ専門的な立場から子どもの最善の利益を確保する子

どもの権利擁護機関の平成３１年度中の設置に向けた調整等を行うため、主査

（企画調整）を設置します。 

○学校教育部の再編等 別冊資料 P26,27 ※5

予測が困難で不確実な時代の中で、未来を担う子どもが質の高い学びによって

可能性を広げ、活躍することを目指した学校教育の実現に向けて、持続可能な組

織体制を構築します。 

教育委員会事務局学校教育部を再編し、学校組織をマネジメントし、職員定数

や運営費などをつかさどる教務部と、これからの本市の学校教育をつくりあげて

いくための諸施策・事業を推進する指導部を設置します。 

また、Society 5.0（超スマート社会）において求められる人材を育成するこ

とを目指し、すべての児童生徒に対し、一人一人の進度や能力、関心に応じた

「個別最適化された学び」を提供するため、指導部に主査（個別最適化された学

びの推進）を設置し、画一的な一斉授業からの転換を進めます。 
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○中部国際空港の機能強化に係る執行体制 別冊資料 P3,9 ※6

中部国際空港の二本目滑走路を始めとする機能強化の早期実現のため、二本目

滑走路の整備やアクセス網の充実に向け、国や関係自治体、経済団体等の外部機

関との協議・調整を行う空港対策室を設置し、空港業務を観光文化交流局から総

務局に移管します。 

  ○名駅周辺開発に係る執行体制の強化 別冊資料 P22 ※7

    本格化する名駅東側及び西側のリニア関連事業について、関係者との協議や費

用負担の調整等を行うため、住宅都市局に主幹（名駅ターミナル事業調整）、主

査（名駅ターミナル事業調整）を設置します。 

○新たな小学校部活動に係る執行体制の強化 別冊資料 P28 ※8

    教員が指導しない小学校部活動の新たな仕組みについて、モデル実施を通して、

持続可能な仕組みとなるよう制度設計を行うため、教育委員会事務局に主幹（部

活動振興）、主査（部活動振興）を設置します。 

(２) 行政組織の見直し 

○以下の公の施設は、指定管理者制度の導入等に伴い、市の組織を廃止します。 

・健康福祉局植田寮（課長級）を廃止 別冊資料 P14 ※9

・子ども青少年局土古保育園（係長級）を廃止 別冊資料 P19 ※10

・子ども青少年局茶屋保育園（係長級）を廃止 別冊資料 P19 ※11
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２ 上下水道局の組織改正 

・防災・危機管理に係る企画・総合調整機能の強化を図るため、企画経理部主幹（防

災・危機管理）を同部主幹（防災・危機管理の総合調整）に改め、新たに同部経営

企画課主査（防災・危機管理の企画・調整）を設置します。別冊資料 P33 ※12

３ 交通局の組織改正 

・リニア中央新幹線の開業に向けた対外的な関係機関との高度な調整業務や局内にお

ける迅速な意思決定等に対応するため、参事（リニア関連工事等調整）を設置しま

す。別冊資料 P36 ※13

４ 病院局の組織改正 

・リウマチ疾患患者に対する治療体制の強化を図るため、東部医療センター病院にリ

ウマチセンター長（部長級）を配置します。別冊資料 P37 ※14 

【参考】平成31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 +4 +31 +36 

上下水道局 ― ― ±0 +2 +2 

交通局 ― +1 ±0 ±0 ＋1 

病院局 ― ― +1 ＋4 ＋5 

合  計 ― +2 +5 +37 +44 

※教員及び病院組織を除く。



（資料）

[凡例] 新設 兼務・併任 廃止 廃止 名称変更

Ⅰ 市長部局等

会　計　室 会　計　室

次　長（部長級） 次　長（部長級）

・防災危機管理局参事(危機管理に係る ・防災危機管理局参事(危機管理に係る

連絡調整)を兼務 連絡調整)を兼務

・出納課長を事務取扱 ・出納課長を事務取扱

出　納　課 出　納　課
(次長が事務取扱) (次長が事務取扱)

庶　務　係 庶　務　係

会計管理係 廃止

支　出　係 廃止

改善指導係

主査（検査・指導）

出　納　係

主幹（会計事務に係る

　　　総合調整）

審　査　課 審　査　課

改善指導係

主幹（会計制度に係る 廃止

　　　総合調整）

主査（会計制度に係る 廃止

　　　総合調整）

備　　考改     正     前 改     正     後

新 旧 対 照 表
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備　　考改     正     前 改     正     後

防災危機管理局 防災危機管理局

総　務　課 総　務　課
(財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を兼務)

危機管理企画室（課長級） 危機管理企画室（課長級）

主幹（危機管理に係る連絡  主幹（危機管理に係る連絡  

　　　調整） 　　　調整）
・総務局総務課長が兼務 ・総務局総務課長が兼務

・財政局財政部財政課長が兼務 ・財政局総務課長が兼務

・市民経済局総務課長が兼務 ・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 ・観光文化交流局総務課長が兼務

・環境局総務課長が兼務 ・環境局総務課長が兼務

・健康福祉局監査課長が兼務 ・健康福祉局監査課長が兼務

・子ども青少年局総務課長が兼務 ・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 ・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 ・緑政土木局主幹(道路等の危機管

理・水防)が兼務 理・水防)が兼務

・上下水道局企画経理部主幹(防災・ ・上下水道局企画経理部主幹(防災・

危機管理)が併任 危機管理の総合調整)が併任

・交通局総務部総務課長が併任 ・交通局総務部総務課長が併任

・病院局管理部総務課長が併任 ・病院局管理部総務課長が併任

・消防局総務部総務課長が併任 ・消防局総務部総務課長が併任

・区役所区政部総務課長が兼務 ・区役所区政部総務課長が兼務

・教育委員会事務局総務部総務課長 ・教育委員会事務局総務部総務課長

が併任 が併任

・市会事務局総務課長が併任 ・市会事務局総務課長が併任

総　務　局 総　務　局

総　務　課 総　務　課
(防災危機管理局主幹(危機管理に係る ・防災危機管理局主幹(危機管理に係る
 連絡調整)を兼務) 連絡調整)を兼務

・財政局財政部主幹(資産経営の推進)

を兼務

企　画　部 企　画　部

大都市・広域行政 大都市・広域行政

推進室（課長級） 推進室（課長級）

主幹（指定都市間の連絡調整）
(東京事務所主幹(調査)を兼務)

総合調整部 総合調整部

参事（アジア競技大会に係る

　　　連絡調整）

アジア競技大会推進室（課長級） アジア競技大会推進室（課長級）

推　進　係 推　進　係

主査（組織委員会の設立 廃止

　　　準備・計画等）

主査（競技運営・ ② 廃止

　　　競技会場）

※1
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備　　考改     正     前 改     正     後

主査（広報・事業調整）

主幹（選手村整備） 主幹（選手村整備）
(住宅都市局都市整備部主幹(まち (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  づくりに係る特命事項の処理)が

 兼務)  兼務)

主幹（競技会場に係る

　　　連絡調整）
(教育委員会事務局生涯学習部主幹

 (スポーツ施設)が併任)

主幹（瑞穂公園陸上競技場の

　　　改築に係る連絡調整）
(教育委員会事務局生涯学習部主幹

 (瑞穂公園整備推進)が併任)

主幹（アジア競技大会

　　　に係る連絡調整）

主査（アジア競技大会 ③

　　　に係る連絡調整）

空港対策室 （課長級）

主査（空港）

主査（空港）
(緑政土木局企画経理課主査(広域

 交通に係る企画調整)が兼務)

主査（空港アクセス）
(住宅都市局企画経理課主査(企画

 調整)が兼務)

東京事務所（部長級） 東京事務所（部長級）

主査（調査） 主査（調査）

主査（調査）④ 主査（調査）④
・アジア競技大会推進室主査(アジア ・アジア競技大会推進室主査(アジア

　競技大会の推進に係る特命事項の 　競技大会の推進に係る特命事項の

　処理)が兼務 　処理)が兼務

・観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室 ・観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室

　主査(ＭＩＣＥ推進に係る特命 　主査(ＭＩＣＥ推進に係る特命

　事項の処理)が兼務　(H30.8設置) 　事項の処理)が兼務

・住宅都市局企画経理課主査(まち ・住宅都市局企画経理課主査(まち

　づくりに係る調査研究)が兼務 　づくりに係る調査研究)が兼務

・名古屋港管理組合職員が併任 ・名古屋港管理組合職員が併任

主査（調査）
(子ども青少年局企画経理課主査

 (子ども・子育て支援に係る特
 命事項の処理)が兼務)

主幹（調査） 主幹（調査）
(消防局総務部主幹(広域応援に (消防局総務部主幹(広域応援に

 係る調査研究)が併任)  係る調査研究)が併任)

主幹（調査）
(企画部主幹(指定都市間の連絡調整)

 が兼務)

（観光文化交流局より移管）

※1

※6
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備　　考改     正     前 改     正     後

財　政　局 財　政　局

総　務　課
・防災危機管理局主幹(危機管理に係る

連絡調整)を兼務

・財政部主幹(資産経営の推進)を兼務

庶　務　係

管　理　係

財　政　部 財　政　部

財　政　課 財　政　課
(防災危機管理局主幹(危機管理

 に係る連絡調整)を兼務)

庶　務　係

管　理　係

参事（資産経営戦略）

管　財　課 廃止

資産経営戦略室 （課長級）

総　括　係

主査（用地）

再編整備事業推進係

活用促進係

管　財　係 廃止

主査（用地）

財産活用係 廃止

アセットマネジメント 廃止

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)

(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)

アセットマネジメント 廃止

推進係

主幹（アセットマネジ ④ 廃止

　　　メントの推進）
・市民経済局地域振興部主幹(区役所

の庁舎営繕等)が兼務

・住宅都市局住宅部住宅企画課長が

兼務

・住宅都市局都市整備部まちづくり

企画課長が兼務

・教育委員会事務局総務部学校整備

課長が併任

主幹（資産経営に係る企画調整）

※2
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備　　考改     正     前 改     正     後

主査（アセットマネジ ③ 廃止

　　　メントの推進）

主査（資産経営に係る ②

　　　企画調整）

主幹（アセットマネジ 廃止

　　　メントの推進に

　　　係る特命事項の

　　　処理）
(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

 トの推進に係る特命事項の処理)

 を併任)

主幹（再編整備事業推進）
(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

 トの推進に係る特命事項の処理)

 を併任)

主査（アセットマネジ 廃止

　　　メントの推進に

　　　係る特命事項の

　　　処理）

 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

 事項の処理)を併任)

主査（再編整備事業推進）
(教育委員会事務局教育環境計画室
 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
 事項の処理)を併任)

(教育委員会事務局教育環境計画室
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備　　考改     正     前 改     正     後

主幹（資産経営の推進）⑳
・ｌ防災危機管理局総務課長が兼務

・総務局総務課長が兼務

・財政局総務課長が兼務

・市民経済局企画経理課長が兼務

・市民経済局地域振興部主幹(区役所の

庁舎営繕等)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

・子ども青少年局企画経理課長が兼務

・住宅都市局企画経理課長が兼務

・住宅都市局住宅部住宅企画課長が兼務

・住宅都市局都市整備部まちづくり企画

課長が兼務

・緑政土木局企画経理課長が兼務

・緑政土木局主幹(企画)が兼務

・上下水道局企画経理部経営企画課長が

併任

・交通局企画財務部経営企画課長が併任

・病院局管理部経理課長が併任

・消防局総務部総務課長が併任

・教育委員会事務局総務部教育環境計画

室長が併任

・教育委員会事務局総務部学校整備課長

が併任

税　務　部 税　務　部

税　制　課 税　制　課

税　務　係 税　務　係

主幹（プレミアム付商品券

　　　の発行に係る調整）
(市民経済局産業部主幹(プレミアム
 付商品券)が兼務)

主査（プレミアム付商品券 ③

　　　の発行に係る調整）

 アム付商品券)が兼務)

収納対策課 収納対策課

徴収指導係 徴収指導係

主査（徴収指導）② 主査（徴収指導）②

主査（債権管理に係る

　　　企画調整）

債権管理推進室（課長級） 廃止

債権管理推進係 廃止

主査（債権管理の推進）② 廃止

(市民経済局地域商業課主査(プレミ
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備　　考改     正     前 改     正     後

市民経済局 市民経済局

企画経理課 企画経理課
(財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を兼務)

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） 主幹（区役所の庁舎営繕等）
(財政局財政部主幹(アセットマネ ・財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 ジメントの推進)を兼務) 　を兼務

・住宅都市局営繕部主幹(区役所整備

　に係る連絡調整)を兼務

主査（区役所の庁舎営繕等） 主査（区役所の庁舎営繕等）

 に係る連絡調整)を兼務)

地域振興課 地域振興課

地域振興係 地域振興係

主査（地域コミュニティ 廃止

　　　活性化支援）

主査（地域コミュニティ

　　　活性化推進）

地域安全推進課 地域安全推進課

主幹（安心・安全で快適な 主幹（安心・安全で快適な

　　　まちづくりの推進） 　　　まちづくりの推進）
・環境局事業部主幹(路上禁煙・事業 ・環境局事業部主幹(路上禁煙・事業

調整)が兼務 調整)が兼務

・ ・

・子ども青少年局青少年家庭部青少年 ・子ども青少年局子ども未来企画部

家庭課長が兼務 青少年家庭課長が兼務

・住宅都市局都市計画部都市景観室長 ・住宅都市局都市計画部都市景観室長

が兼務 が兼務

・ ・

・緑政土木局路政部自転車利用課長 ・緑政土木局路政部自転車利用課長

が兼務 が兼務

・ ・

が兼務 が兼務

・消防局消防部消防課長が併任 ・消防局消防部消防課長が併任

・教育委員会事務局学校教育部学校 ・教育委員会事務局指導部学校保健課長

保健課長が併任 が併任

人権施策推進室（部長級） 人権施策推進室（部長級）

(人権施策推進室主幹(人権企画)を (人権施策推進室主幹(人権企画)を

 事務取扱)  事務取扱)

主幹（同和問題） 主幹（同和問題等）

緑政土木局路政部道路管理課長が兼務 緑政土木局路政部道路管理課長が兼務

緑政土木局緑地部主幹(公園適正利用) 緑政土木局緑地部主幹(公園適正利用)

(住宅都市局営繕課主査(区役所整備

健康福祉局健康部食品衛生課長が兼務 健康福祉局健康部食品衛生課長が兼務
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備　　考改     正     前 改     正     後

産　業　部 産　業　部

地域商業課 地域商業課

企　画　係 企　画　係

主幹（大店立地） 主幹（大店立地）

主幹（プレミアム付商品券）
・財政局税務部主幹(プレミアム付商

品券の発行に係る調整)を兼務

・健康福祉局主幹(プレミアム付商品

券の発行に係る調整)を兼務

主査（プレミアム付 ②

　　　商品券）

 品券の発行に係る調整)を兼務)

主査（プレミアム付

　　　商品券）
・財政局税制課主査(プレミアム付商

品券の発行に係る調整)を兼務

・健康福祉局総務課主査(プレミアム

付商品券の発行に係る調整)を兼務

市民生活部 市民生活部

消費流通課 消費流通課

市　場　係 市　場　係

主査（検査） 主査（検査）

主幹（市場） 主幹（市場）

主幹（市場のあり方検討）

主査（市場のあり方検討）

市政情報室（課長級） 市政情報室（課長級）

市政情報係 市政情報係

主査（情報公開） 主査（情報公開）

主査（情報公開）

中央卸売市場北部市場（部長級） 中央卸売市場北部市場（部長級）

管　理　課 管　理　課

施　設　係 施　設　係

主幹（北部市場施設整備） 廃止

主査（北部市場施設整備） 廃止

中央卸売市場南部市場（部長級） 中央卸売市場南部市場（部長級）

管　理　課 管　理　課

主幹（市場運営に係る特命 主幹（施設）

　　　事項の処理）

(財政局税制課主査(プレミアム付商
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備　　考改     正     前 改     正     後

工業研究所（局長級） 工業研究所（局長級）

支援総括室（課長級） 支援総括室（課長級）

主幹（技術支援） 主幹（技術支援）
(観光文化交流局名古屋城総合事務所

 主幹(木造天守閣昇降技術開発支援)

 を兼務)

観光文化交流局 観光文化交流局

総　務　課 総　務　課
・

 連絡調整)を兼務) 連絡調整)を兼務

・財政局財政部主幹(資産経営の推進)

を兼務

観光交流部 観光交流部

観光推進室（課長級） 観光推進室（課長級）

観　光　係 観　光　係

主幹（海外誘客・空港） 主幹（海外誘客）

主査（空港）
(緑政土木局企画経理課主査(広域

 交通に係る企画調整)が兼務)

ＭＩＣＥ推進室（課長級） ＭＩＣＥ推進室（課長級）

ＭＩＣＥ推進係 ＭＩＣＥ推進係

主査（ＭＩＣＥ推進に係る 主査（ＭＩＣＥ推進に係る

　　　特命事項の処理） 　　　特命事項の処理）
(総務局東京事務所主査(調査) (総務局東京事務所主査(調査)

 を兼務) (H30.8設置)  を兼務)

主査（ＭＩＣＥ推進に係る

　　　特命事項の処理）

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

主査（あいちトリエンナーレ

　　　の開催）

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）

保存支援係 保存支援係

主査（町並み保存） 廃止

(防災危機管理局主幹(危機管理に係る 防災危機管理局主幹(危機管理に係る

（総務局へ移管） ※6
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備　　考改     正     前 改     正     後

名古屋城総合事務所（部長級） 名古屋城総合事務所（部長級）

(緑政土木局参事(名城公園・名古屋城 (緑政土木局参事(名城公園・名古屋城
 整備に係る総合調整)を兼務)  整備に係る総合調整)を兼務)

保存整備室（課長級） 保存整備室（課長級）

(緑政土木局緑地部主幹(名城公園・ (緑政土木局緑地部主幹(名城公園・
 名古屋城整備に係る連絡調整)を  名古屋城整備に係る連絡調整)を
 兼務)  兼務)

保存整備係 保存整備係

主査（庭園） 主査（二之丸の整備）
(教育委員会事務局文化財保護室

 主査(歴史の里)が併任)

主査（建造物）
(名古屋城調査研究センター調査

 研究係長が兼務)

主幹（天守閣整備）② 主幹（天守閣整備）②

主幹（木造天守閣昇降

　　　技術開発等）

主幹（木造天守閣昇降

　　　技術開発支援）
(市民経済局工業研究所主幹

 (技術支援)が兼務)

主幹（名古屋城の文化財 廃止

　　　調査・研究）

主幹（名古屋城の文化財
　　　調査・研究） (教育委員会事務局生涯学習部

(教育委員会事務局生涯学習部  文化財保護室長が併任)

 文化財保護室長が併任)

主査（名古屋城の文化財

　　　調査・研究）
(教育委員会事務局文化財保護室

 主査(埋蔵文化財)が併任)

主査（調査研究センター 廃止

　　　開設準備等）
     (H30.8設置)

名古屋城調査研究センター
(非常勤職員)

副　所　長 （課長級）

調査研究係
(名古屋城総合事務所保存整備室

 主査(建造物)を兼務)

主幹（建造物等の調査・研究

　　　及び普及）

主幹（史跡の調査・研究に係る

　　　調整）
(教育委員会事務局生涯学習部文化財

 保護室長が併任)

主査（石垣の調査・研究）
(教育委員会事務局文化財保護室

 主査(埋蔵文化財)が併任)

主幹（史跡保存に係る連絡調整）

(専任化)

※3

※3
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備　　考改     正     前 改     正     後

環　境　局 環　境　局

総　務　課 総　務　課
・防災危機管理局主幹(危機管理に係る

 連絡調整)を兼務) 連絡調整)を兼務

・財政局財政部主幹(資産経営の推進)

を兼務

環境企画部 環境企画部

環境企画課 環境企画課

施策推進係 施策推進係

主幹（外来生物対策に係る 廃止

　　　企画調整等）

主幹（国連生物多様性の

　　　10年最終年に係る

　　　企画調整等）

主査（外来生物対策に係る 廃止

　　　企画調整等）

主査（国連生物多様性の

　　　10年最終年に係る

　　　企画調整等）

ごみ減量部 ごみ減量部

資源化推進室（課長級） 資源化推進室（課長級）

主査（事業者排出指導） 主査（事業所排出指導）

施　設　部 施　設　部

工　場　課 工　場　課

計　画　係 計　画　係

主幹（富田工場設備更新） 主幹（富田工場設備更新）

主査（富田工場開設準備） 主査（富田工場開設準備）

主査（富田工場開設準備）

(防災危機管理局主幹(危機管理に係る
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健康福祉局 健康福祉局

総　務　課 総　務　課
(財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を兼務)

庶　務　係 庶　務　係

主幹（プレミアム付商品券

　　　の発行に係る調整）
(市民経済局産業部主幹(プレミアム

 付商品券)が兼務)

主査（プレミアム付商品券

　　　の発行に係る調整）

 アム付商品券)が兼務)

企　画　係 企　画　係

主査（保健と福祉の連携 廃止

　　　強化）

監　査　課 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 連絡調整)を兼務

・子ども青少年局主幹(監査指導)を ・子ども青少年局主幹(監査指導)を

兼務 兼務

調　査　係 調　査　係

主査（債権管理の推進）

医務体制企画官（部長級） 廃止

高齢福祉部 高齢福祉部

地域ケア推進課 地域ケア推進課
(環境局事業部主幹(住居の不良 (環境局事業部主幹(住居の不良

 堆積物対策の推進)を兼務)  堆積物対策の推進)を兼務)

地域支援係 地域支援係

主査（成年後見制度に係る 廃止

　　　基本計画の策定準備）
(障害企画課主査(成年後見制度に

 係る企画調整)を兼務)

主幹（認知症施策に係る 主幹（認知症施策に係る

　　　企画調整） 　　　企画調整）

主査（認知症施策に係る

　　　企画調整）

改     正     前 改     正     後 備　　考

防災危機管理局主幹(危機管理に係る

(市民経済局地域商業課主査(プレミ
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改     正     前 改     正     後 備　　考

介護保険課 介護保険課

推　進　係 推　進　係

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(保護施設のあり方 　　　に係る調整）
 検討)が兼務) (生活福祉部主幹(厚生院のあり方

 検討)が兼務)

主査（厚生院のあり方検討

　　　に係る調整）
(保護課主査(厚生院のあり方

 検討)が兼務)

障害福祉部 障害福祉部

障害企画課 障害企画課
(子ども青少年局主幹(調整)を兼務) (子ども青少年局主幹(調整)を兼務)

企画育成係 企画育成係

主査（成年後見制度に係る 廃止

　　　企画調整）
(地域ケア推進課主査(成年後見

 制度に係る基本計画の策定準

 備)が兼務)

主査（障害者差別解消・

　　　福祉都市推進）

主幹（障害者差別解消・ 主幹（障害者差別解消・バリア

　　　福祉都市推進） 　　　フリーの推進）

主査（障害者差別解消・

　　　福祉都市推進）

生活福祉部 生活福祉部

保　護　課 保　護　課

事　務　係 事　務　係

保　護　係 保　護　係

主査（適正実施） 主査（適正実施）

主査（査察指導監査）

主幹（保護施設のあり方 廃止

　　　検討）
(高齢福祉部主幹(厚生院のあり方

 検討)を兼務)

主幹（厚生院のあり方検討）
(高齢福祉部主幹(厚生院のあり方

 検討に係る調整)を兼務)

主査（保護施設のあり方 廃止

　　　検討）

主査（厚生院のあり方検討）
(介護保険課主査(厚生院のあり方

 検討に係る調整)を兼務)
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改     正     前 改     正     後 備　　考

主幹（生活困窮者自立支援） 主幹（生活困窮者自立支援）
(子ども青少年局子ども未来企画担当

 部主幹(子ども等の支援の推進)を  (子ども等の支援の推進)を兼務)

 兼務)  

保険年金課 保険年金課

事　務　係 事　務　係

主査（国民健康保険システム

　　　に係る企画調整）

保 険 料 係 保 険 料 係

主査（収納指導）⑤ 主査（収納指導）⑤
(区役所保険年金課主査(収納指導) (区役所保険年金課主査(収納指導)

 を兼務)  を兼務)

 (北区、中村区、中区、中川区  (千種区、中村区、中区、中川

 及び港区に限る。)  区及び港区に限る。)

植　田　寮（課長級） 廃止

第一福祉係 廃止

第二福祉係 廃止

健　康　部 健　康　部

健康増進課 健康増進課
(子ども青少年局子育て支援部主幹 (子ども青少年局子育て支援部主幹

 (母子保健)を兼務)  (母子保健)を兼務)

推　進　係 推　進　係

主査（食育推進等） 主査（食育推進等）

主査（受動喫煙対策推進）

環境薬務課 環境薬務課
(環境局事業部主幹(住居の不良 (環境局事業部主幹(住居の不良

 堆積物対策の推進)を兼務)  堆積物対策の推進)を兼務)

衛生指導係 衛生指導係

主査（住宅宿泊事業） 廃止

食品衛生課 食品衛生課
(市民経済局地域振興部主幹(安心・ (市民経済局地域振興部主幹(安心・

 安全で快適なまちづくりの推進)を  安全で快適なまちづくりの推進)を

 兼務)  兼務)

食品衛生係 食品衛生係

獣 医 務 係 獣 医 務 係

主幹（動物愛護管理・検査業務 主幹（動物愛護管理・検査業務

　　　管理） 　　　管理）

主査（動物愛護管理に係る

　　　計画の策定等）

主査（ＨＡＣＣＰ導入の推進）

(子ども青少年局子ども未来企画部主幹

※9
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改     正     前 改     正     後 備　　考

保　健　所（局長級） 保　健　所（局長級）

(健康福祉局医監を充てる) (健康福祉局医監を充てる)

健　康　部 健　康　部
(健康福祉局健康部長を充てる) (健康福祉局健康部長を充てる)

健康増進課 健康増進課
(健康福祉局健康部健康増進課長を (健康福祉局健康部健康増進課長を

 充てる)  充てる)

推　進　係 推　進　係
(健康福祉局健康増進課推進係長 (健康福祉局健康増進課推進係長

 を充てる)  を充てる)

主査（受動喫煙対策推進）
(健康福祉局健康増進課主査(受動

 喫煙対策推進)を充てる)

環境薬務課 環境薬務課
(健康福祉局健康部環境薬務課長を (健康福祉局健康部環境薬務課長を

 充てる)  充てる)

衛生指導係 衛生指導係
(健康福祉局環境薬務課衛生指導 (健康福祉局環境薬務課衛生指導

 係長を充てる)  係長を充てる)

主査（住宅宿泊事業） 廃止
(健康福祉局環境薬務課主査

 (住宅宿泊事業)を充てる)

食品衛生課 食品衛生課
(健康福祉局健康部食品衛生課長を (健康福祉局健康部食品衛生課長を

 充てる)  充てる)

食品衛生係 食品衛生係
(健康福祉局食品衛生課食品衛生 (健康福祉局食品衛生課食品衛生

 係長を充てる)  係長を充てる)

(健康福祉局食品衛生課主査

 (ＨＡＣＣＰ導入の推進)を

 充てる)

獣 医 務 係 獣 医 務 係

 を充てる)  を充てる)

主幹（動物愛護管理・検査業務 主幹（動物愛護管理・検査業務

　　　管理） 　　　管理）

 ・検査業務管理)を充てる)  ・検査業務管理)を充てる)

主査（動物愛護管理に係る

　　　計画の策定等）
(健康福祉局食品衛生課主査

 (動物愛護管理に係る計画
 の策定等)を充てる)

主査（ＨＡＣＣＰ導入の推進）

(健康福祉局食品衛生課獣医務係長

(健康福祉局健康部主幹(動物愛護管理

(健康福祉局食品衛生課獣医務係長

(健康福祉局健康部主幹(動物愛護管理
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改     正     前 改     正     後 備　　考

保健センター⑭ 保健センター⑬
(区役所保健福祉センター所長を

 充てる)(東区及び熱田区を除く。)  充てる)(東区、熱田区及び天白

 区を除く。)

廃止 天白区

保健センター② 保健センター②
(区役所保健福祉センター健康安全 (区役所保健福祉センター健康安全

 課長を充てる)(東区及び熱田区に  課長を充てる)(東区及び熱田区に

 限る。)  限る。)

保健センター
(区役所保健福祉センター健康安全

 課長を充てる)(天白区に限る。)

健康安全課 健康安全課
(区役所保健福祉センター健康安全 (区役所保健福祉センター健康安全

 課長を充てる)(千種区、中村区、  課長を充てる)(千種区、中村区、

 中区及び南区を除く。)  中区及び南区を除く。)

企画管理係 企画管理係
(区役所健康安全課企画管理係長 (区役所健康安全課企画管理係長

 を充てる)  を充てる)

主査（ＨＡＣＣＰ推進） 主査（大規模施設に係る
　　　ＨＡＣＣＰ監視等）

 推進)を充てる)(熱田区に限る。) (区役所健康安全課主査(大規模施設

 (熱田区に限る。)

主幹（健康安全に係る特命 主幹（健康安全に係る特命

　　　事項の処理） 　　　事項の処理）
(区役所保健福祉センター主幹(健康 (区役所保健福祉センター主幹(健康

 安全に係る特命事項の処理)を充て  安全に係る特命事項の処理)を充て

 る)(東区及び熱田区に限る。)  る)(東区及び熱田区に限る。)

主幹（健康安全に係る特命

　　　事項の処理）
(区役所保健福祉センター主幹(健康

 安全に係る特命事項の処理)を充て

 る)(天白区に限る。)

主幹（分室業務管理・調整） 廃止
(区役所保健福祉センター主幹(分室

 業務管理・調整)を充てる)(北区、

 西区、中川区、港区、守山区及び

 緑区に限る。)

保健予防課 保健予防課
(区役所保健福祉センター保健予防 (区役所保健福祉センター保健予防

 課長を充てる)  課長を充てる)

保健感染症係 保健感染症係
(区役所保健予防課保健感染症係長 (区役所保健予防課保健感染症係長

 を充てる)  を充てる)

主査（医務） 主査（医務）
(区役所保健予防課主査(医務)を (区役所保健予防課主査(医務)を

 充てる)(東区及び熱田区を除く。)  充てる)(東区、熱田区及び天白

 区を除く。)

廃止 天白区

 に係るＨＡＣＣＰ監視等)を充てる)

(区役所保健福祉センター所長を

(区役所健康安全課主査(ＨＡＣＣＰ
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改     正     前 改     正     後 備　　考

主査（保健看護） 主査（保健看護）
(区役所保健予防課主査(保健看護) (区役所保健予防課主査(保健看護)

 を充てる)  を充てる)

主査（精神障害者福祉・

　　　難病対策等）
(区役所保健予防課主査(精神障害者

 福祉・難病対策等)を充てる)(中村

 区、瑞穂区、港区、南区及び緑区

 に限る。)

主査（分室業務に係る調整）
(区役所保健予防課主査(分室業務

 に係る調整)を充てる)(北区、西

 区、中川区、港区、守山区及び

 緑区に限る。)

主幹（医務） 主幹（医務）
(区役所保健福祉センター主幹(医務) (区役所保健福祉センター主幹(医務)

 を充てる)(南区に限る。)  を充てる)(南区に限る。)

主幹（医務）
(区役所保健福祉センター主幹(医務)

 を充てる)(中村区に限る。)

子ども青少年局 子ども青少年局

企画経理課 企画経理課
(財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を兼務)

企　画　係 企　画　係

主査（情報統計） 主査（情報統計）
(健康福祉局監査課調査係長が兼務) (健康福祉局監査課調査係長が兼務)

主査（子ども・子育て支援に

　　　係る特命事項の処理）
(総務局東京事務所主査(調査)を

 兼務)

経　理　係 経　理　係

主査（債権管理の推進）

児童福祉センター（部長級） 児童福祉センター（部長級）

(児童福祉センターくすのき学園長を (児童福祉センターくすのき学園長を

 事務取扱)  事務取扱)

管　理　課 管　理　課
(管理課事務管理係長を事務取扱) (管理課事務管理係長を事務取扱)

事務管理係 事務管理係
(管理課長が事務取扱) (管理課長が事務取扱)

主幹（診療支援） ⑥
・中央療育センター所長が兼務

・中央療育センター主幹(診療)が兼務

・中央療育センター主幹(医学的指導)

が兼務

・発達障害者支援センター所長が兼務

・西部地域療育センター所長が兼務

・北部地域療育センター所長が兼務
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改     正     前 改     正     後 備　　考

主査（診療支援） ③
・中央児童相談所相談課主査(医学的

　指導)が兼務

・中央療育センター主査(診療)が兼務

・あけぼの学園主査(知的障害児の

　医学的指導)が兼務)

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

判定援助係 判定援助係

主査（医学的指導） 主査（医学的指導）
(児童福祉センター管理課主査(診療

 支援)を兼務)

中央療育センター（課長級） 中央療育センター（課長級）

(児童福祉センター主幹(診療支援)

 を兼務)

診療相談係 診療相談係

主幹（診療） 主幹（診療）
(児童福祉センター主幹(診療支援)

 を兼務)

主査（診療） 主査（診療）
(児童福祉センター管理課主査(診療

 支援)を兼務)

主幹（医学的指導） 主幹（医学的指導）
(児童福祉センター発達障害者支援 ・児童福祉センター発達障害者支援

 室長が兼務) センター所長が兼務

・児童福祉センター主幹(診療支援)

を兼務

発達障害者支援室（課長級）

(中央療育センター主幹(医学的指導) ・中央療育センター主幹(医学的指導)

 を兼務) を兼務

・児童福祉センター主幹(診療支援)

を兼務

西部児童相談所（課長級） 西部児童相談所（課長級）

保　護　係 保　護　係

主査（児童虐待対策に係る 廃止

　　　連絡調整）
(愛知県職員が併任)

東部児童相談所（課長級） 東部児童相談所（課長級）

保　護　係 保　護　係

主査（児童虐待対策に係る 廃止

　　　連絡調整）
(愛知県職員が併任)

発達障害者支援センター（課長級）
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改     正     前 改     正     後 備　　考

あけぼの学園（課長級） あけぼの学園（課長級）

指導第一係 指導第一係

指導第二係 指導第二係

主査（知的障害児の医学的 主査（知的障害児の医学的

　　　指導） 　　　指導）
(児童福祉センター管理課主査(診療

 支援)を兼務)

西部地域療育センター（課長級） 西部地域療育センター（課長級）

(児童福祉センター主幹(診療支援)

 を兼務)

北部地域療育センター（課長級） 北部地域療育センター（課長級）

(児童福祉センター主幹(診療支援)

 を兼務)

保　育　部 保　育　部

保育企画室（課長級） 保育企画室（課長級）

認可給付係 認可給付係

主査（給付等） 主査（給付等）

主査（幼児教育・保育無償化

　　　に係る調整）

保育運営課 保育運営課

主幹（幼保連携型認定 主幹（幼保連携型認定

　　　こども園） 　　　こども園）
(教育委員会事務局学校教育部 (教育委員会事務局指導部指導主事

 指導主事が併任)  が併任)

保　育　園（98） 保　育　園（98）

白金保育園（課長級） 白金保育園（課長級）

主査（保育所等に係る

　　　企画調整）

高蔵保育園（課長級） 高蔵保育園（課長級）

主査（保育所等に係る

　　　企画調整）

宝 保 育 園（課長級） 宝 保 育 園（課長級）

主査（保育所等に係る

　　　企画調整）

土古保育園（係長級） 廃止

茶屋保育園（係長級） 廃止

※10

※11
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改     正     前 改     正     後 備　　考

子ども未来企画監 子ども未来企画監
(子ども未来企画担当部長を事務取扱)

子ども未来企画担当部 廃止
(子ども未来企画監が事務取扱)

子ども未来企画部

子ども未来企画室（課長級） 子ども未来企画室（課長級）

子ども未来企画係 子ども未来企画係

主査（企画調整） 主査（企画調整）

主査（企画調整）

青少年家庭部 廃止

青少年家庭課 青少年家庭課
(市民経済局地域振興部主幹(安心・ (市民経済局地域振興部主幹(安心・

 安全で快適なまちづくりの推進)  安全で快適なまちづくりの推進)

 を兼務)  を兼務)

放課後事業推進室（課長級） 放課後事業推進室（課長級）

住宅都市局 住宅都市局

企画経理課 企画経理課
(財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を兼務)

企　画　係 企　画　係

主幹（企画調整） 主幹（企画調整）

主査（企画調整） 主査（企画調整）

主査（企画調整）
(総務局空港対策室主査(空港

 アクセス)を兼務)

都市計画部 都市計画部

街路計画課 街路計画課

高速道路係 高速道路係

主幹（自動車専用道路） 主幹（自動車専用道路）

主査（高速道路アクセス 主査（高速道路アクセス

　　　向上） 　　　向上）

主査（高速道路アクセス

　　　向上）

主幹（守山スマートイン 廃止

　　　ターチェンジ）

主査（守山スマートイン 廃止

　　　ターチェンジ）

※4

20



改     正     前 改     正     後 備　　考

交通企画課 交通企画課

施策推進係 施策推進係

主査（新たな路面公共交通 主査（新たな路面公共交通

　　　システムの導入検討） 　　　システムの導入調整）

営　繕　部 営　繕　部

企画保全課 企画保全課

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） 　　　の推進）
(財政局財政部主幹(資産経営に係る

 推進室長が兼務)  企画調整)が兼務)

営　繕　課 営　繕　課

建築第一係 建築第一係

建築第二係 建築第二係

建築第三係 建築第三係

土　木　係 土　木　係

主幹（病院整備） 主幹（病院整備）

主幹（区役所整備に係る

　　　連絡調整）
(市民経済局地域振興部主幹(区役所の

 庁舎営繕等)が兼務)

主査（区役所整備に係る

　　　連絡調整）
(市民経済局区政課主査(区役所の
 庁舎営繕等)が兼務)

建築指導部 建築指導部

建築審査課 建築審査課

審査第一係 建築審査係

審査第二係 廃止

主査（既存建築ストックの

　　　審査）
(建築安全推進課主査(既存建築

 ストックの活用相談等)が兼務)

監　察　課 建築安全推進課

建築防災係 建築防災係

主査（既存建築ストックの

　　　活用相談等）

 の審査)を兼務)

監察指導第一係 監察指導係

監察指導第二係 廃止

主査（建築物等の安全対策）

(財政局財政部アセットマネジメント

(建築審査課主査(既存建築ストック
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改     正     前 改     正     後 備　　考

住　宅　部 住　宅　部

住宅企画課 住宅企画課
(財政局財政部主幹(アセットマネジ (財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 メントの推進)を兼務)  を兼務)

住宅整備課 住宅整備課

住宅整備係 住宅整備係

主幹（整備計画等） 主幹（整備計画等）

主査（民間活力導入） 廃止

主査（民間活力による住宅

　　　整備）

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(資産経営の推進)

 メントの推進)を兼務)  を兼務)

開発調整係 開発調整係

主査（公有地開発に係る 主査（公有地開発に係る

　　　事業推進） 　　　事業推進）

主査（港北まちづくり）

大曽根北・筒井都市整備 大曽根北・筒井都市整備

事務所（課長級） 事務所（課長級）

補　償　係 補　償　係

主査（補償）② 主査（補償）

廃止

都市活性監 都市活性監

リニア関連都心開発部 リニア関連都心開発部

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

まちづくり推進係 まちづくり推進係

主査（名駅南公共空間 ② 主査（名駅南公共空間

　　　整備） 　　　整備）

廃止

リニア関連整備係 リニア関連整備係

主幹（名駅ターミナル 主幹（名駅ターミナル

　　　機能強化） 　　　機能強化）

主査（名駅ターミナル ③ 主査（名駅ターミナル ②

　　　機能強化） 　　　機能強化）

廃止

主幹（名駅ターミナル

　　　事業調整）

主査（名駅ターミナル

　　　事業調整）

※7
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緑政土木局 緑政土木局

企画経理課 企画経理課
(財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を兼務)

企　画　係 企　画　係

主幹（企画） 主幹（企画）
(財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を兼務)

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）
(観光文化交流局観光推進室主査 (総務局空港対策室主査(空港)

 (空港)を兼務)  を兼務)

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)

中村土木事務所（課長級） 中村土木事務所（課長級）

(中村区役所区政部主幹(区政運営 (中村区役所区政部主幹(区政運営

 の推進)を兼務)  の推進)を兼務)

副　所　長（課長級） 副　所　長（課長級）

管　理　係 管　理　係

主査（リニア関連工事等

　　　調整）

参事（農政） 参事（農政）
(農業委員会事務局次長に充てる) (農業委員会事務局次長に充てる)

都市農業課 都市農業課

生産振興係 生産振興係

主査（ふれあい農業等）

農業センター（課長級） 農業センター（課長級）

管　理　係 管　理　係

主査（ふれあい農業等）

東山総合公園（部長級） 東山総合公園（部長級）

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) (東山総合公園次長が事務取扱)

副　園　長（課長級） 副　園　長（課長級）

指導衛生係 指導衛生係
(東山総合公園主幹(教育普及等) (専任化)

 が事務取扱)

主幹（教育普及等） 主幹（教育普及等）

改     正     前 改     正     後 備　　考

(農業委員会事務局農政課長に充てる) (農業委員会事務局農政課長に充てる)

(東山動物園指導衛生係長を事務取扱)
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改     正     前 改     正     後 備　　考

消　防　局 消　防　局

総　務　部 総　務　部

総　務　課 総　務　課
・防災危機管理局主幹(危機管理に係る

 連絡調整)を併任) 連絡調整)を併任

・財政局財政部主幹(資産経営の推進)

を併任

企画広報係 企画広報係

職　員　課 職　員　課

労　務　係 労　務　係

厚　生　係 廃止

主査（安全衛生等）

消　防　部 消　防　部

消　防　課 消　防　課
(市民経済局地域振興部主幹(安心・ (市民経済局地域振興部主幹(安心・

 安全で快適なまちづくりの推進)を  安全で快適なまちづくりの推進)を

 併任)  併任)

消 防 団 係 消 防 団 係

主幹（消防団強化） 主幹（消防団強化）

主査（消防団強化）

救　急　部 救　急　部

救　急　課 救　急　課

救急管理係 救　急　係

救急指導係 指　導　係

主査（本部救急隊） ②

(防災危機管理局主幹(危機管理に係る
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改     正     前 改     正     後 備　　考

消　防　署 ⑯（部長級） 消　防　署 ⑯（部長級）

総　務　課 総　務　課
(消防署副署長が兼務) (消防署副署長が兼務)

庶　務　係 庶　務　係

主査（防災） 主査（防災）
(区役所総務課主査(防災)を併任) (区役所総務課主査(防災)を併任)

予　防　課 予　防　課

予　防　係 予　防　係

指　導　係 廃止

主査（規制）

消防第一課 廃止

消防第二課 廃止

警防地域第一課

警防地域第二課

消　防　係 廃止

主査（整備等） 廃止

救　急　係 廃止

警防地域係

主査（警防訓練等）

主査（地域安全等）

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

教育環境計画室（課長級） 教育環境計画室（課長級）

(財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を併任)

計　画　係 計　画　係

主幹（学校規模の適正化） 主幹（子どもいきいき学校

　　　づくり）

主幹（子どもいきいき学校 ②

　　　づくり）

主査（学校規模の適正化） 主査（子どもいきいき学校

　　　づくり）

主査（子どもいきいき学校 ②

　　　づくり）

主査（学校規模の適正化 廃止

　　　の推進に係る特命

　　　事項の処理）

（教務部へ移管）
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改     正     前 改     正     後 備　　考

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(再編整備事業

 ジメントの推進に係る特命事項  推進)が併任) 

 の処理)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 (財政局資産経営戦略室主査

 進室主査(アセットマネジメン  (再編整備事業推進)が併任)

 トの推進に係る特命事項の処

 理)が併任)

学校整備課 学校整備課
(財政局財政部主幹(アセットマネジ (財政局財政部主幹(資産経営の推進)
 メントの推進)を併任)  を併任)

営　繕　係 営　繕　係

主査（学校施設の環境整備

　　　の推進）

教　務　部

教 職 員 課

管　理　係

主査（学校運営システム

　　　改革）

主査（高等学校・幼稚園

　　　に係る連絡調整）
(指導室主査(高等学校・幼稚園教

 育に係る特命事項の処理)が兼務)

主査（特別支援学校等に係る

　　　連絡調整）
(指導室主査(特別支援教育の推進)

 が兼務)

主幹（教職員定数・給与等）

主幹（学校における働き方

　　　改革に係る特命事項

　　　の処理）
(生涯学習部主幹(部活動振興)が兼務)

主査（学校における働き方

　　　改革に係る特命事項

　　　の処理）
(スポーツ振興課主査(部活動振興)

 が兼務)

（学校教育部より移管）

※5
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改     正     前 改     正     後 備　　考

学　事　課

学校事務センター（課長級）

子ども応援委員会制度担当部 子ども応援委員会制度担当部

子ども応援室（課長級） 子ども応援室（課長級）

首席指導主事 首席指導主事
(子ども青少年局子ども未来企画 (子ども青少年局子ども未来企画部

 担当部主幹(企画調整)を併任)  主幹(企画調整)を併任)

学校教育部 廃止

指　導　部

指　導　室（課長級） 指　導　室（課長級）

事　務　係 事　務　係

主査（高等学校・幼稚園 主査（高等学校・幼稚園

　　　教育に係る特命事 　　　教育に係る特命事

　　　項の処理） 　　　項の処理）
(教職員課主査(高等学校・幼稚園
 に係る連絡調整)を兼務)

主幹（特別支援教育） 主幹（特別支援教育）

主査（特別支援教育の推進）
(教職員課主査(特別支援学校等に
 係る連絡調整)を兼務)

主幹（学校教育に係る 主幹（学校教育に係る

　　　企画調整） 　　　企画調整）

主査（学校教育に係る 主査（学校教育に係る

　　　企画調整） 　　　企画調整）

主査（個別最適化された

　　　学びの推進）

教 職 員 課

主幹（学校運営システム 廃止

　　　改革）
(教育センター主幹(ネットワーク

 整備)を兼務)

学校保健課 学校保健課
(市民経済局地域振興部主幹(安心・ (市民経済局地域振興部主幹(安心・

 安全で快適なまちづくりの推進)を  安全で快適なまちづくりの推進)を

 併任)  併任)

野外教育センター② 野外教育センター②

子ども適応相談 子ども適応相談

センター（課長級） センター（課長級）

学校事務センター（課長級）

（総務部より移管）

（学校教育部より移管）

（教務部へ移管）

（教務部へ移管）

※5

※5
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改     正     前 改     正     後 備　　考

生涯学習部 生涯学習部

生涯学習課 生涯学習課

管　理　係 管　理　係

生涯学習係 生涯学習係

主査（生涯学習施設の運営 廃止

　　　等合理化）

参事（図書館改革の推進） 参事（図書館改革の推進）
(鶴舞中央図書館長が兼務) (鶴舞中央図書館長が兼務)

主幹（図書館改革の推進） 主幹（図書館改革の推進）
(鶴舞中央図書館主幹(図書館改革) (専任化)
 が兼務) (鶴舞中央図書館主幹(図書館改革)

 を兼務)

主査（図書館改革の推進）② 主査（図書館改革の推進）②
(専任化)

(鶴舞中央図書館主査(図書館改革)

 を兼務)

スポーツ振興課 スポーツ振興課

少年スポーツ係 少年スポーツ係

主査（全国高等学校総合 廃止

　　　体育大会）

施　設　係 施　設　係

主幹（部活動振興）

 に係る特命事項の処理)を兼務)

主査（部活動振興）

主幹（スポーツ施設） 主幹（スポーツ施設）
(総務局総合調整部主幹(競技会場に

 係る連絡調整)を併任)

主幹（瑞穂公園整備推進）
(総務局総合調整部主幹(瑞穂公園陸

 上競技場の改築に係る連絡調整)を

 併任)

文化財保護室（課長級） 文化財保護室（課長級）

・観光文化交流局名古屋城総合事務 ・観光文化交流局名古屋城総合事務

所主幹(名古屋城の文化財調査・ 所主幹(史跡保存に係る連絡調整)

研究)を併任 を併任

・見晴台考古資料館副館長に充てる ・観光文化交流局名古屋城調査研究

センター主幹(史跡の調査・研究

に係る調整)を併任

・見晴台考古資料館副館長に充てる

(鶴舞中央図書館主査(図書館改革)

 が兼務)

(教務部主幹(学校における働き方改革

(教職員課主査(学校における働き方

 改革に係る特命事項の処理)を兼務)

※8
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改     正     前 改     正     後 備　　考

文化財保存活用係 文化財保存活用係

主査（埋蔵文化財） 主査（埋蔵文化財）
(観光文化交流局名古屋城調査研究

 所保存整備室主査(名古屋城の文  センター主査(石垣の調査・研究)

 化財調査・研究)を併任)  を併任)

主査（歴史の里・文化財 主査（文化財活用推進）

　　　活用推進）

主査（歴史の里） 廃止

 所保存整備室主査(庭園)を併任)

鶴舞中央図書館（部長級） 鶴舞中央図書館（部長級）

(参事(図書館改革の推進)を兼務) (参事(図書館改革の推進)を兼務)

庶　務　係 庶　務　係

主幹（図書館改革） 主幹（図書館改革）
(生涯学習部主幹(図書館改革の推進) (生涯学習部主幹(図書館改革の推進)

 を兼務)  が兼務)

主査（図書館改革）② 主査（図書館改革） ②
(生涯学習課主査(図書館改革 (生涯学習課主査(図書館改革
 の推進)を兼務)  の推進)が兼務)

教育センター（部長級） 教育センター（部長級）

情報教育部（課長級） 廃止

学校情報化支援部 （課長級）

事　務　係

主幹（ネットワーク整備） 廃止
(学校教育部主幹(学校運営システム

 改革)が兼務)

主査（ネットワーク整備） 廃止
(教職員課主査(学校運営システム
 改革)が兼務)

区　役　所 区　役　所

保健福祉センター（部長級） 保健福祉センター（部長級）

(東区及び熱田区を除く。) (東区、熱田区及び天白区を除く。)

廃止 天白区

保健福祉センター（部長級） 保健福祉センター（部長級）

(保健福祉センター福祉部長を兼務) (保健福祉センター福祉部長を兼務)

 (東区及び熱田区に限る。)  (東区及び熱田区に限る。)

保健福祉センター （部長級）

(保健福祉センター福祉部長を兼務)

 (天白区に限る。)

(観光文化交流局名古屋城総合事務

(観光文化交流局名古屋城総合事務
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改     正     前 改     正     後 備　　考

福　祉　部 福　祉　部
(東区及び熱田区を除く。) (東区、熱田区及び天白区を除く。)

廃止 天白区

福　祉　部 福　祉　部
(保健福祉センター所長が兼務)(東区 (保健福祉センター所長が兼務)(東区

 及び熱田区に限る。)  及び熱田区に限る。)

福　祉　部
(保健福祉センター所長が兼務)(天白

 区に限る。)

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）
(健康福祉局保険年金課主査(収納 (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  指導)が兼務)(千種区、中村区、

 区、中川区及び港区に限る。)  中区、中川区及び港区に限る。)

健康安全課 健康安全課
(千種区、中村区、中区及び南区を (千種区、中村区、中区及び南区を

 除く。)  除く。)

企画管理係 企画管理係

主査（ＨＡＣＣＰ推進） 主査（大規模施設に係る

(熱田区に限る。) 　　　ＨＡＣＣＰ監視等）
(熱田区に限る。)

主幹（健康安全に係る特命 主幹（健康安全に係る特命

　　　事項の処理） 　　　事項の処理）
(東区及び熱田区に限る。) (東区及び熱田区に限る。)

主幹（健康安全に係る特命

　　　事項の処理）

(天白区に限る。)

主幹（分室業務管理・調整） 廃止
(北区、西区、中川区、港区、守山区

 及び緑区に限る。)

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）
(東区及び熱田区を除く。) (東区、熱田区及び天白区を除く。)

廃止 天白区

主査（保健看護） 主査（保健看護）
(民生子ども課主査(健康管理支援) (民生子ども課主査(健康管理支援)

 を兼務)  を兼務)
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改     正     前 改     正     後 備　　考

主査（精神障害者福祉・

　　　難病対策等）
(中村区、瑞穂区、港区、南区

 及び緑区に限る。)

主査（分室業務に係る調整）

 及び緑区に限る。)

主幹（医務） 主幹（医務）

(南区に限る。) (南区に限る。)

主幹（医務）

(中村区に限る。)

(北区、西区、中川区、港区、守山区
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Ⅱ 上下水道局

上下水道局 上下水道局

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(電子 (総務局情報化推進課主査(電子

 情報の保護対策)を併任)  情報の保護対策)を併任)

主査（情報ネットワーク管理

　　　の企画・調整）
(浄水管理調整室主査(制御系

 システムセキュリティ対策)

 を兼務)

営業システム係 営業システム係

主査（システム開発） 廃止

主幹（営業システム更新） 主幹（営業システムの企画・

　　　調整）

主査（営業システム更新） 主査（営業システムの企画・

　　　調整）

人材育成推進室（課長級） 人材育成推進室（課長級）

育成総括係 育成総括係

主査（人材育成推進）⑫ 主査（人材育成推進）⑫
・ ・
・ ・
・ ・

が兼務 が兼務
・経営企画課主査(防災・危機管理) ・経営企画課主査(地震災害対策)

が兼務 が兼務
・経理課主査(水道決算)が兼務 ・経理課主査(水道決算)が兼務
・ ・

の企画・調整)が兼務 の企画・調整)が兼務
・ ・

が兼務 が兼務
・配水課主査(管路施工管理の総合 ・配水課主査(管路施工管理の総合

調整)が兼務 調整)が兼務
・保全課主査(下水管路維持改築 ・保全課主査(下水管路維持改築

の総合調整)が兼務 の総合調整)が兼務
・施設管理課主査(施設管理体制 ・施設管理課主査(施設管理体制

の企画・調整)が兼務 の企画・調整)が兼務
・浄水管理調整室主査(施設管理体制 ・浄水管理調整室主査(施設管理体制

の企画・調整)が兼務 の企画・調整)が兼務

調査課主査(事務執行の適正化)

給排水設備課主査(営業所工事事務

技術管理課主査(検査・監理指導)②

改     正     前 改     正     後 備　　考

総務課主査(服務)が兼務
労務課主査(委託・嘱託推進)が兼務
調査課主査(事務執行の適正化)

給排水設備課主査(営業所工事事務

技術管理課主査(検査・監理指導)②

総務課主査(服務)が兼務
労務課主査(委託・嘱託推進)が兼務
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改     正     前 改     正     後 備　　考

経 営 本 部（局長級） 経 営 本 部（局長級）

(次長が兼務) (次長が兼務)

企画経理部 企画経理部

経営企画課 経営企画課
(財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を併任)

主幹（防災・危機管理） 主幹（防災・危機管理の総合
(防災危機管理局主幹(危機管理に 　　　調整）
 係る連絡調整)を併任) (防災危機管理局主幹(危機管理に

 係る連絡調整)を併任)

主査（防災・危機管理の

　　　企画・調整）

主査（防災・危機管理） 主査（地震災害対策）
(人材育成推進室主査(人材育成 (人材育成推進室主査(人材育成

 推進)を兼務)  推進)を兼務)

主査（防災・危機管理） 主査（風水害対策）
(施設管理課主査(排水管理) (施設管理課主査(排水管理)
 が兼務)  が兼務)

主査（災害時相互応援体制

　　　の調査研究）

主査（災害時相互応援体制

　　　の調査研究）
(横浜市職員が併任)

経　理　課 経　理　課
(企画経理部主幹(経営改革)を兼務) (企画経理部主幹(経営改革)を兼務)

下水道経理係 下水道経理係

主査（予算・財政計画） 廃止

主幹（資金・財政計画） 主幹（資金・財政計画）

主査（資金） 廃止

主査（資金・財政計画）

技 術 本 部（局長級） 技 術 本 部（局長級）

計　画　部 計　画　部

水道計画課 水道計画課
(企画経理部主幹(経営改革)を兼務) (企画経理部主幹(経営改革)を兼務)

計　画　係 計　画　係

主査（水道施設の事業調整）

主査（設備更新計画） 主査（設備更新計画）

利　水　係 利　水　係

主査（水道施設の事業調整）

※12
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改     正     前 改     正     後 備　　考

管　路　部 管　路　部

南部管路センター（課長級） 南部管路センター（課長級）

配水工事係 配水工事係
(主幹(管路施工管理総括)が (専任化)

 事務取扱)

主幹（管路施工管理総括) 主幹（管路施工管理総括)
(配水工事係長を事務取扱)

施　設　部 施　設　部

施設管理課 施設管理課
(企画経理部主幹(経営改革)を兼務) (企画経理部主幹(経営改革)を兼務)

処理管理係 処理管理係

主査（排水管理） 主査（排水管理）
(経営企画課主査(防災・危機管理) (経営企画課主査(風水害対策)

 を兼務)  を兼務)

浄水管理調整室（課長級） 浄水管理調整室（課長級）

(企画経理部主幹(経営改革)を兼務) (企画経理部主幹(経営改革)を兼務)

浄水管理係 浄水管理係

主査（施設管理体制の 主査（施設管理体制の

　　　企画・調整） 　　　企画・調整）
(人材育成推進室主査(人材育成 (人材育成推進室主査(人材育成

 推進)を兼務)  推進)を兼務)

主査（制御系システム

　　　セキュリティ

　　　対策）
(情報システム課主査(情報ネット

 ワーク管理の企画・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）

(次長が兼務) (次長が兼務)

企画財務部 企画財務部

経営企画課 経営企画課
(財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を併任)

営業統括部 営業統括部

営　業　課 営　業　課

審査統計係 審査統計係

主幹（乗車券機器）
(電車部駅務課長が兼務)

主査（乗車券機器）

電　車　部 電　車　部

運　輸　課 運　輸　課

現　業　係 現　業　係

主査（地下鉄運輸業務に 主査（地下鉄運輸業務に

　　　関する総合調整） 　　　関する総合調整）

主幹（施設管理）

主査（施設管理）

駅　務　課 駅　務　課
(営業統括部主幹(乗車券機器)を兼務)

駅　務　係 計　画　係

電車施設課 廃止

整　備　係 廃止

改　良　係 廃止

駅務機器係 廃止

自 動 車 部 自 動 車 部

猪高営業所御器所 御器所営業所（課長級）

分所（課長級）

副 分 所 長（係長級） 副　所　長（係長級）

(御器所営業所首席助役を兼務)

首 席 助 役 (係長級）

(御器所営業所副所長が兼務)

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）

施　設　部 施　設　部

参事（リニア関連工事等調整）

施設計画課 施設計画課

工　事　係 工　事　係

営　繕　課 営　繕　課

営繕改良係 営繕改良係

設　備　課 設　備　課

設備改良係 設備改良係

施設事務所（課長級） 施設事務所（課長級）

施　設　係 施　設　係

施設改良係

車両電気部 車両電気部

電　気　課 電　気　課

計　画　係 計　画　係

※13
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Ⅳ 病院局

病　院　局 病　院　局

次　長（局長級） 次　長（局長級）

管　理　部 管　理　部

経　理　課 経　理　課
(財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を併任)

企　画　室（課長級） 企　画　室（課長級）

企　画　係 企　画　係

主幹（病院改革等）

主査（病院改革等）

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）

感染症センター長（部長級） 感染症センター長（部長級）

リウマチセンター長 （部長級）

看　護　部（課長級） 看　護　部（課長級）

看 護 師 長 ⑭（係長級） 看 護 師 長 ⑭（係長級）

看 護 師 長 （係長級）

主査（認知症ケア） 主査（認知症ケア）

主査（皮膚・排泄ケア）

主査（ＨＣＵ）

主査（放射線・内視鏡検査）

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）
(医事課主査(情報連携)を兼務) (医事課情報システム係長が兼務)

病院整備室（課長級） 病院整備室（課長級）

(副院長が事務取扱) (副院長が事務取扱)

主幹（東部医療センター ② 主幹（東部医療センター ②

　　　病院整備） 　　　病院整備）

主幹（東部医療センター 

　　　病院整備）

管　理　部 管　理　部

医　事　課 医　事　課

医　事　係 医　事　係

主査（情報連携） 廃止
(情報管理室主査(病院情報シス

 テム等)が兼務)

主査（保険・診療情報管理）

情報システム係
(情報管理室主査(病院情報シス

 テム等)を兼務)

改     正     前 改     正     後 備　　考

主査（病院情報システム等）

※14
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改     正     前 改     正     後 備　　考

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）

看　護　部（課長級） 看　護　部（課長級）

看 護 師 長 ⑭（係長級） 看 護 師 長 ⑭（係長級）

看 護 師 長 （係長級）

医療安全管理室（課長級） 医療安全管理室（課長級）

感染対策室 （課長級）

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）
(医事課主査(情報連携)を兼務) (医事課情報システム係長が兼務)

陽子線治療物理科（課長級） 陽子線治療物理科（課長級）

(陽子線治療センター長が事務取扱) (陽子線治療センター長が事務取扱)

陽子線治療物理係

管　理　部 管　理　部

医　事　課 医　事　課

医　事　係 医　事　係

主査（外来等） 廃止

主査（情報連携） 廃止
(情報管理室主査(病院情報シス

 テム等)が兼務)

主査（保険・診療情報管理）

情報システム係
(情報管理室主査(病院情報シス

 テム等)を兼務)

(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。

38


