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令和 2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 

○スポーツ市民局の設置 別冊資料 P5～9 ※1、P47 

スポーツに親しみ、スポーツを支える機会を通じて、市民の健康増進や地域活

動の活性化等を推進するため、教育委員会事務局からスポーツ振興部門を、市民

経済局から地域振興等の市民部門を移管し、スポーツ行政と地域振興等の関連行

政を一元的に所管するスポーツ市民局を設置します。 

○経済施策に係る執行体制強化 別冊資料 P9～12 ※2、P48 

産業を取り巻く環境が急速に変化していることに加え、令和９年のリニア中央

新幹線の開業を控えている中、経済成長をけん引するイノベーションの創出や成

長産業の振興などに機動的に取り組むことから、市民部門のスポーツ市民局への

移管に伴い、市民経済局を経済局とします。 

○ナゴヤ魅力向上担当部・観光交流部の組織再編 別冊資料 P13,14 ※3 

市の魅力の向上・発信を観光施策と一体的・効果的に推進するため、観光文化

交流局のナゴヤ魅力向上担当部を観光交流部と統合します。また、観光コンテン

ツの創造、受入環境の整備及び観光プロモーションの３つの柱で観光施策を推進

するため、観光推進室を観光推進課とするとともに、主幹（観光に係る受入環境

の整備）及び主幹（観光プロモーション）を設置します。 
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○都市魅力・国際都市化、多文化共生に係る執行体制強化 別冊資料 P13,14 ※4 

本市の国際都市化を推進するとともに、都市魅力向上の観点から局内外の事業

の総合調整を担う参事（都市魅力・国際都市化）を設置します。あわせて、外国

人市民との共生社会実現に向けて、外国人市民に対する生活面での支援施策の充

実や庁内連携体制づくりの調整役となる主査（多文化共生推進に係る企画調整）、

区と連携して地域の外国人市民の課題把握や相談窓口の情報提供を行う主査（地

域における外国人市民の支援）を設置します。 

○防災・危機管理体制の強化 別冊資料 P1 ※5 

南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備え、本市の災害発生時の対応能力の

強化を図るとともに、自衛隊をはじめとした防災関係機関との連携を強化するた

め、防災危機管理局に主幹（危機対策に係る総合調整）を設置します。 

○南陽工場稼働休止、富田工場稼働開始に係る執行体制 別冊資料 P17 ※6 

南陽工場は設備更新に向けて稼働を休止（令和 8年度再稼働予定）するため、

組織を廃止するとともに、平成 21 年度から休止していた富田工場は、再稼働に

伴い組織を整備します。また、富田工場の組織を見直し、運転業務を一部委託化

します。 

○生活衛生センター、衛生研究所の組織再編 別冊資料 P21 ※7

新たな感染症等の健康危機に的確かつ迅速に対応する技術的、専門的な拠点と

するため、生活衛生センターを廃止し、衛生研究所に機能統合します。これまで

生活衛生センターが所管していた感染症患者の移送、病原体等の検査検体の搬送

等の業務は、衛生研究所に業務課を設置し、検査・研究部門等と一体的に業務に

取り組むこととします。 
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(２) 行政組織の見直し 

○以下の公の施設は、社会福祉法人への移管に伴い、市の組織を廃止します。 

・子ども青少年局宮前保育園（係長級）を廃止 別冊資料 P26 ※8

・子ども青少年局宝生保育園（係長級）を廃止 別冊資料 P26 ※9

２ 上下水道局の組織改正 

・地震や風水害等大規模災害に備えた対応など防災危機管理体制の一層の強化を図る

ため、総務部防災危機管理室を設置します。別冊資料 P37 ※10

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調整を迅速かつ的確に行う

ため、主査（リニア関連工事等調整）を設置します。別冊資料 P43 ※11

４ 病院局の組織改正 

・市立病院の経営改善に関する取り組みをより迅速に検討・推進するため、各市立病

院の管理部長が兼務する参事（経営）を設置するとともに、各市立病院に管理部主

幹（経営）を設置します。別冊資料 P44～46 ※12 

【参考】令和2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 ±0 △7 △11 △17 

上下水道局 ― ― ＋2 ＋4 ＋6 

交通局 ― ― ― ＋1 ＋1 

病院局 ― ― ＋1 ＋1 ＋2 

合  計 ＋1 ±0 △4 △5 △8 

※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

審　査　課 審　査　課

審査第一係 審査第一係

審査第二係 審査第二係

主査（審査）

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）

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）
・ ・
・ ・
・ ・経済局総務課長が兼務
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・

・ ・

・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
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・

・ ・

主幹（危機管理に係る連絡

　　　調整）
(スポーツ市民局総務課長が兼務)

危機対策室（課長級） 危機対策室（課長級）

 ※5

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) ・財政局財政部主幹(資産経営の推進)
  を兼務   を兼務

管　理　係 管　理　係

守　衛　長（係長級） 廃止

主幹（危機対策に係る総合

　　　調整）

新　旧　対　照　表

市会事務局総務課長が併任 市会事務局総務課長が併任

(消防局総務部主幹(災害対応に (消防局総務部主幹(災害対応に
 係る連絡調整)を併任)  係る連絡調整)を併任)

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
長が併任

教育委員会事務局総務部総務課
長が併任

緑政土木局主幹(道路等の危機管
理・水防)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・危機管理の総合調整)が併任

上下水道局総務部防災危機管理
室長が併任

病院局管理部総務課長が併任 病院局総務課長が併任

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

備　　考改     正     後

総務局総務課長が兼務 総務局総務課長が兼務
財政局総務課長が兼務 財政局総務課長が兼務

改　　正　　前

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
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備　　考改     正     後改　　正　　前

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

情報基盤管理係 情報基盤管理係

主査（電子情報の保護対策） 主査（電子情報の保護対策）
(上下水道局情報システム課主査

 (情報化対策)が併任)

職　員　部 職　員　部

人材育成・コンプライアンス 人材育成・コンプライアンス

推進室（課長級） 推進室（課長級）

推　進　係 推　進　係

主査（人材育成） 主査（人材育成）

主査（監察） 主査（監察等）
(人事課主査(服務)を兼務) (人事課主査(服務)を兼務)

主幹（内部統制等）

主査（内部統制） 廃止

給　与　課 給　与　課
(行政改革推進部主幹(行政改革) (行政改革推進部主幹(行政改革)
 を兼務)  を兼務)

労　政　係 労　政　係

主査（臨時・非常勤職員の 廃止

　　　任用制度等）

企　画　部 企　画　部

企　画　課 企　画　課
(行政改革推進部主幹(行政改革) (行政改革推進部主幹(行政改革)
 を兼務)  を兼務)

企　画　係 企　画　係

主査（企画）② 主査（企画）②

主査（企画） 廃止

総合調整部 総合調整部

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（広報・事業調整） 主査（広報・事業調整）

主査（事業調整）
(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)

主幹（選手村整備） 廃止
(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)

主幹（選手村に係る総合調整）
(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)

(専任化)
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備　　考改     正     後改　　正　　前

主査（選手村整備） （住宅都市局へ移管）

主査（選手村整備）
(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)

主幹（競技会場に係る連絡 主幹（競技会場に係る連絡

      調整）       調整）
(教育委員会事務局生涯学習部主幹 (スポーツ市民局スポーツ推進部
 (スポーツ施設)が併任)  スポーツ施設室長が兼務)

主幹（瑞穂公園陸上競技場 ② 主幹（瑞穂公園陸上競技場

　　　の改築に係る連絡調 　　　の改築に係る連絡調

      整）       整）
・教育委員会事務局生涯学習部主幹 (スポーツ市民局スポーツ推進部主幹

 (瑞穂公園整備推進)が併任  (瑞穂公園陸上競技場の改築)が兼務)

・教育委員会事務局生涯学習部主幹  
(瑞穂公園陸上競技場の改築)が
併任　(R2.1設置)

廃止

主幹（アジアパラ競技大会 主幹（アジアパラ競技大会

　　　に係る企画調整） 　　　に係る企画調整）
(健康福祉局障害福祉部主幹(アジア (スポーツ市民局スポーツ推進部主幹
 パラ競技大会に係る障害者施策の  (アジアパラ競技大会に係るスポー
 調整)が兼務）　(R1.7設置)  ツ施策の調整）が兼務）

主査（アジアパラ競技大会 主査（アジアパラ競技大会

　　　に係る企画調整） 　　　に係る企画調整）
・スポーツ市民局スポーツ戦略室

主査(アジアパラ競技大会に係る
 調整)を兼務)　(R1.7設置) スポーツ施策の調整)を兼務

・

調整)を兼務

主査（アジアパラ競技大会 主査（アジアパラ競技大会

      に係る企画調整）       に係る企画調整）
(スポーツ市民局スポーツ戦略室
 主査(アジアパラ競技大会に係る

 調整)が兼務)　(R1.7設置)  スポーツ施策の調整)が兼務)

男女平等参画推進室（課長級）

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）⑤ 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 ・子ども青少年局企画経理課主査
　主査(ＭＩＣＥ推進に係る特命 　(子ども・子育て支援に係る特
　事項の処理)が兼務 　命事項の処理)が兼務
・子ども青少年局企画経理課主査 ・住宅都市局企画経理課主査(まち
　(子ども・子育て支援に係る特 　づくりに係る調査研究)が兼務
　命事項の処理)が兼務 ・名古屋港管理組合職員が併任
・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
・名古屋港管理組合職員が併任

廃止

 パラ競技大会に係る障害者施策の

健康福祉局障害企画課主査(アジア
パラ競技大会に係る障害者施策の

(健康福祉局障害企画課主査(アジア
 パラ競技大会に係る障害者施策の

(健康福祉局障害企画課主査(アジア

（スポーツ市民局へ移管）
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備　　考改     正     後改　　正　　前

主幹（調整） 主幹（調整）
(市民経済局産業部主幹(企業誘致に (経済局イノベーション推進部主幹
 係る特命事項の処理)が兼務)  (企業誘致に係る特命事項の処理)

 が兼務)

名古屋市共済組合事務局長 名古屋市共済組合事務局長

（部長級） （部長級）

次　長（課長級） 次　長 （課長級）

短期給付係 短期給付係

事　業　係 廃止

福祉事業係

保健指導係 廃止

財　政　局 財　政　局

財　政　部 財　政　部

資産経営戦略室（課長級） 資産経営戦略室（課長級）

主幹（資産経営の推進）⑳ 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 ・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 ・総務局総務課長が兼務

・財政局総務課長が兼務 ・財政局総務課長が兼務

・市民経済局企画経理課長が兼務 ・スポーツ市民局地域振興部主幹

・市民経済局地域振興部主幹(区役所の (区役所の庁舎営繕等)が兼務

庁舎営繕等)が兼務 ・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 ・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 ・住宅都市局企画経理課長が兼務

・ ・住宅都市局住宅部住宅整備課長が兼務

・ ・住宅都市局都市整備部まちづくり企画

課長が兼務 課長が兼務

・緑政土木局企画経理課長が兼務 ・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 ・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 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 ・病院局経営企画部経営企画課長が併任
・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
・ ・教育委員会事務局総務部教育環境計画

室長が併任 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 が併任

主幹（資産経営の推進）
(スポーツ市民局総務課長が兼務)

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

上下水道局企画経理部経営企画課長が

交通局企画財務部経営企画課長が併任

教育委員会事務局総務部教育環境計画

教育委員会事務局総務部学校整備課長

事務従事職員の
定数外化

4



備　　考改     正     後改　　正　　前

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 廃止

　　　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 ③ 廃止

　　　券の発行に係る調

　　　整）
(市民経済局地域商業課主査(プレ

 ミアム付商品券)が兼務)

税務システム整備室（課長級） 税務システム整備室（課長級）

税務システム整備係 税務システム整備係

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 ② 主査（税務システム再構 ②

　　　築・事務改善） 　　　築・事務改善）

主査（市税事務所移転・

　　　事務改善）

主査（窓口改善の推進） ③
(市税事務所管理課主査(窓口改善)

 が兼務)

スポーツ市民局

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

・財政局財政部主幹(資産経営の推進)

を兼務

庶　務　係

企画経理係

主査（企画調整） ※1

（市民経済局）

（総　務　課）

管　理　係 廃止

企画経理課 廃止
(財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を兼務)

主査（企画調整）② 廃止
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備　　考改     正     後改　　正　　前

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(資産経営の推進) ・財政局財政部主幹(資産経営の推進)

  を兼務   を兼務

・住宅都市局営繕部主幹(区役所整備 ・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   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）
(住宅都市局営繕課主査(区役所 (住宅都市局営繕課主査(区役所

 整備に係る連絡調整)を兼務)  整備に係る連絡調整)を兼務)

主査（区役所の庁舎営繕等）
(住宅都市局営繕課主査(区役所

 整備に係る連絡調整)を兼務)

地域振興課 地域振興課

地域安全推進課

住　民　課 住　民　課

戸籍住民係 戸籍住民係

主査（システム） 主査（システム）

主査（戸籍電算システム

　　　改修等）

町名表示係 町名表示係

主査（住居表示） 廃止

市民活動推進センター（課長級） 市民活動推進センター（課長級）

人権施策推進室（部長級） 人権施策推進室（部長級）

市民生活部 市民生活部

地域安全推進課

地域安全推進係

主査（交通安全推進）

主査（再犯防止の推進）

※1
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備　　考改     正     後改　　正　　前

（地域振興部）

主幹（安心・安全で快適なまち 主幹（安心・安全で快適なまち

　　　づくりの推進） 　　　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・住居の

調整)が兼務 不良堆積物対策の推進等)が兼務
・健康福祉局健康部食品衛生課長が兼 ・健康福祉局健康部食品衛生課長が兼

務 務
・子ども青少年局子ども未来企画部青 ・子ども青少年局子ども未来企画部青

少年家庭課長が兼務 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
・緑政土木局路政部道路管理課長が兼 ・緑政土木局路政部道路管理課長が兼

務 務
・緑政土木局路政部自転車利用課長が ・緑政土木局路政部自転車利用課長が

兼務 兼務
・緑政土木局緑地部主幹(公園適正 ・緑政土木局緑地部主幹(公園適正

利用)が兼務 利用)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
・教育委員会事務局指導部学校保健課 ・教育委員会事務局指導部学校保健課

長が併任 長が併任

消費流通課

消費生活係

広　聴　課 広　聴　課

市政情報室（課長級） 市政情報室（課長級）

消費生活課

消費生活係

主査（消費者教育・啓発）

（消費生活センター(課長級)）

指　導　係 廃止

相　談　係 相　談　係

主査（試験） 主査（試験）

（総務局）

（総合調整部）

男女平等参画推進室（課長級） 男女平等参画推進室（課長級）

スポーツ推進部

（教育委員会事務局）

（生涯学習部）

スポーツ振興課 廃止

スポーツ振興室 （課長級）

市民スポーツ係 廃止

スポーツ振興係

主査（障害者スポーツ）
(健康福祉局障害企画課主査(障害

者スポーツに係る調整)を兼務)

少年スポーツ係 廃止

※1
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備　　考改     正     後改　　正　　前

スポーツ施設室 （課長級）

(総務局総合調整部主幹(競技会場に
 係る連絡調整)を兼務)

施　設　係 廃止

スポーツ施設係

主幹（スポーツ施設） 廃止
(総務局総合調整部主幹(競技会場に

 係る連絡調整)を併任)

主査（スポーツ施設の 主査（スポーツ施設の

　　　管理等合理化） 　　　管理等合理化）

主幹（瑞穂公園整備推進） 廃止
(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)

主査（瑞穂公園整備推進） 主査（瑞穂公園整備推進）

主査（瑞穂公園整備推進）

主幹（瑞穂公園陸上競技場の 主幹（瑞穂公園陸上競技場の

　　　改築） (R2.1設置) 　　　改築） 
(総務局総合調整部主幹(瑞穂公園陸 (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  上競技場の改築に係る連絡調整)を

 併任)  兼務)

主査（瑞穂公園陸上競技場の 主査（瑞穂公園陸上競技場の

　　　改築） (R2.1設置) 　　　改築）

スポーツ戦略室 （課長級）

スポーツ戦略係

（市民スポーツ係）

主査（アジア競技大会に係る 主査（アジア競技大会等に

　　　特命事項の処理） 　　　係る特命事項の処理）

主査（スポーツを活かした

　　　都市ブランドの向上）

（健康福祉局）

（障害福祉部）

主幹（アジアパラ競技大会 主幹（アジアパラ競技大会

　　　に係る障害者施策の 　　　に係るスポーツ施策

　　　調整） 　　　の調整）
(総務局総合調整部主幹(アジアパラ ・総務局総合調整部主幹(アジアパラ
 競技大会に係る企画調整)を兼務) 競技大会に係る企画調整)を兼務

・健康福祉局障害福祉部主幹(アジア
パラ競技大会に係る障害者施策の
調整)を兼務

主査（アジアパラ競技大会

　　　に係るスポーツ施策

　　　の調整）

 (アジアパラ競技大会に係る企画
 調整)が兼務)

(総務局アジア競技大会推進室主査

※1
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備　　考改     正     後改　　正　　前

主査（アジアパラ競技大会 主査（アジアパラ競技大会  ※1

　　　に係る障害者施策の 　　　に係るスポーツ施策

　　　調整) 　　　の調整)
・総務局アジア競技大会推進室主査

 (アジアパラ競技大会に係る企画 (アジアパラ競技大会に係る企画
 調整)を兼務) 調整)を兼務

・健康福祉局障害企画課主査(アジア
パラ競技大会に係る障害者施策の
調整)を兼務

市民経済局 経　済　局

総　務　課 総　務　課
(防災危機管理局主幹(危機管理に ・防災危機管理局主幹(危機管理に

 係る連絡調整)を兼務) 係る連絡調整)を兼務

・財政局財政部主幹(資産経営の推進)

を兼務

庶　務　係 庶　務　係

管　理　係

企画経理課
(財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を兼務)

企画経理係 経　理　係

主査（企画調整）②

地域振興部

人権施策推進室（部長級）

産　業　部 産業労働部 ※2

産業労働課 産業企画課

産業企画係 産業企画係

主査（産業デザイン振興等） 廃止

主査（企画調整）

計量検査係

労働企画室 (課長級)

労働企画係 労働企画係

主幹（労働企画） 廃止

主査（労働福祉等） 主査（労働福祉等）

中小企業振興課

経営支援係

金　融　係

主幹（金融等）

(総務局アジア競技大会推進室主査

（中小企業振興センター

より移管）

（スポーツ市民局へ移管）

（市民生活部より移管）

（スポーツ市民局へ移管）
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備　　考改     正     後改　　正　　前

商業・流通部

地域商業課 地域商業課

企　画　係 企　画　係

主幹（プレミアム付商品券） 廃止
・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 廃止

　　　商品券）

 品券の発行に係る調整)を兼務)

主査（プレミアム付 廃止

　　　商品券）
・

品券の発行に係る調整)を兼務

・

市場流通室 （課長級）

市場流通係

主査（検査）

主幹（市場のあり方検討）

主査（市場のあり方検討）

中央卸売市場本場（部長級）

中央卸売市場北部市場（部長級）

中央卸売市場南部市場（部長級）

イノベーション推進部

参事（産業技術・技術革新支援）

 が兼務)

次世代産業振興課 次世代産業振興課

次世代産業振興係 次世代産業振興係

主査（クリエイティブ産業

　　　振興等）

産業技術支援係 産業技術支援係

産業交流係 廃止

参事（産業技術支援）
(工業研究所参事(共同研究等の総合

 調整)が兼務)

主幹（産業技術支援） 主幹（産業技術支援）
(工業研究所主幹(共同研究等の企画 (工業研究所主幹(共同研究等の企画

 調整)が兼務)  調整)が兼務)

(財政局税制課主査(プレミアム付商

財政局税制課主査(プレミアム付商

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

(工業研究所参事(技術連携等の総合調整)

※2

（市民生活部より移管）
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備　　考改     正     後改　　正　　前

スタートアップ支援室

スタートアップ支援係

主査（スタートアップ支援

　　　に係る企画調整）

主幹（技術革新支援）
(工業研究所主幹(先進技術支援)が

 兼務)

主幹（産業立地等） 廃止

産業立地交流室 （課長級）

産業立地交流係

主査（海外産業交流等）

主幹（企業誘致に係る特命事項 主幹（企業誘致に係る特命事項

　　　の処理） 　　　の処理）
・総務局東京事務所主幹(調整)を兼務 ・総務局東京事務所主幹(調整)を兼務

・観光文化交流局ナゴヤ魅力向上担当 ・観光文化交流局観光交流部主幹

部主幹(都市魅力の発信に係る特命 (都市魅力の発信に係る特命事項の

事項の処理)を兼務 処理)を兼務

中小企業振興センター（部長級） 廃止

経営支援課

経営支援係

主査（経営革新） 廃止 ※2

金　融　係

主幹（金融等）

市民生活部

消費流通課

消費生活係

指導検査係

市　場　係

主査（検査）

主幹（市場） 廃止

主幹（市場のあり方検討）

主査（市場のあり方検討）

広　聴　課

市政情報室（課長級）

消費生活センター（課長級） 廃止

指　導　係

相　談　係

主査（試験）

（課長級）

（商業・流通部

へ移管）

（スポーツ市民局へ移管）

（産業労働部

へ移管）

（産業労働部へ移管）

（スポーツ市民局へ移管）

（スポーツ市民局へ移管）
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備　　考改     正     後改　　正　　前

中央卸売市場本場（部長級）

中央卸売市場北部市場（部長級）

中央卸売市場南部市場（部長級）

管　理　課

業　務　係

主査（衛生）

主幹（施設） 廃止

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)

主幹（ものづくり基盤

　　　技術支援）

参事（共同研究等の総合調整） 参事（技術連携等の総合調整）
(市民経済局参事(産業技術支援)を (経済局参事(産業技術・技術革新支援)

 兼務)  を兼務)

主幹（共同研究等の企画調整） 主幹（共同研究等の企画調整）
(産業部主幹(産業技術支援)を兼務) ・イノベーション推進部主幹(産業技術

支援)を兼務

・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)

主幹（先進技術支援）
(イノベーション推進部主幹(技術
 革新支援)を兼務)

プロジェクト推進室（課長級） 廃止

システム技術部 システム技術部

電子技術研究室（課長級） 情報・電子技術研究室（課長級）

材料技術部 材料技術部

金属・表面技術研究室（課長級) 金属材料研究室（課長級）

表面技術研究室 （課長級）

有機材料研究室（課長級) 廃止

環境技術研究室（課長級) 環境・有機材料研究室（課長級)

信頼性評価研究室 （課長級）

※2

（商業・流通部

へ移管）
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観光文化交流局 観光文化交流局

ナゴヤ魅力向上担当部 廃止
(名古屋城総合事務所参事(事業調整)を

 兼務)

ナゴヤ魅力向上室（課長級） 廃止

ナゴヤ魅力向上係 廃止

主幹（新たな都市魅力の 廃止

　　　創出・発信）

主査（新たな都市魅力の 廃止

　　　創出・発信）

主幹（名古屋城を核とした

　　　魅力軸の創出・発信）
(名古屋城総合事務所主幹(木造天守
 閣復元推進)を兼務)

主査（名古屋城を核とした 廃止

　　　魅力軸の創出・発信）
(名古屋城総合事務所管理活用課

 主査(木造天守閣復元推進)を

 兼務)

主幹（都市魅力の発信に係る

　　　特命事項の処理）
(市民経済局産業部主幹(企業誘致に  ※3
 係る特命事項の処理)が兼務)

観光交流部 観光交流部

参事（都市魅力・国際都市化）  ※4

観光推進室（課長級） 観光推進課

観　光　係 観光企画係
(住宅都市局都心まちづくり課主査

 (久屋大通)を兼務)

主査（都市魅力の向上に

　　　資するイベント等）

観光プロモーション係
(名古屋城総合事務所管理活用課

 主査(木造天守閣復元推進)を兼

 務)

主幹（観光に係る受入環境の

　　　整備）

主査（観光に係る受入環境 主査（観光に係る受入環境

　　　の整備等） 　　　の整備）

 (久屋大通)を兼務)

備　　考

(住宅都市局都心まちづくり課主査

改　　正　　前 改     正     後

（観光交流部

へ移管）

（スポーツ市民局

へ移管）
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備　　考改　　正　　前 改     正     後

主幹（海外誘客） 廃止

主幹（観光プロモーション）

主査（海外誘客） 主査（海外プロモーション）

主幹（観光に係る名古屋城の

　　　活用）
(名古屋城総合事務所主幹(木造天守 ※3
 閣復元推進)を兼務)

主幹（都市魅力の発信に係る

　　　特命事項の処理）
(経済局イノベーション推進部主幹

 (企業誘致に係る特命事項の処理)

 が兼務)

国際交流課 国際交流課

推　進　係 推　進　係

主幹（多文化共生・国際貢献） 主幹（多文化共生・国際貢献）

主査（多文化共生推進に係 ※4

　　　る企画調整）

主査（地域における外国人

　　　市民の支援）

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 廃止

　　　特命事項の処理）
(総務局東京事務所主査(調査)

 を兼務) 

主査（ＭＩＣＥ推進に係る 廃止

　　　特命事項の処理）

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

主査（国際展示場）② 主査（国際展示場）②
(住宅都市局名港開発振興課主査 ・住宅都市局企画保全課主査(国際

 (金城ふ頭開発)を兼務) 展示場整備に係る調整)を兼務

・住宅都市局名港開発振興課主査

(金城ふ頭開発)を兼務

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

主査（国際会議場機能強化） 主査（国際会議場機能強化）
(住宅都市局企画保全課主査(国際

 会議場整備に係る調整)を兼務)

主幹（国際展示場整備構想等） 主幹（国際展示場利用促進）

（ナゴヤ魅力向上担当部

より移管）
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備　　考改　　正　　前 改     正     後

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 廃止

　　　ナーレの開催）

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)

参事（事業調整） 廃止
(ナゴヤ魅力向上担当部長が兼務)

管理活用課 管理活用課

企画運営係 企画運営係

主幹（木造天守閣復元推進） 主幹（木造天守閣復元推進）
(ナゴヤ魅力向上担当部主幹(名古屋 (観光交流部主幹(観光に係る名古屋城

 城を核とした魅力軸の創出・発信)  の活用)が兼務)

 が兼務)

主査（木造天守閣復元推進） 主査（木造天守閣復元推進）
(ナゴヤ魅力向上室主査(名古屋城 (観光推進課観光プロモーション

 を核とした魅力軸の創出・発信)  係長が兼務)

 が兼務)

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（建造物） 主査（事業調整・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（木造天守閣昇降技術 主幹（木造天守閣昇降技術

　　　開発支援） 　　　開発支援）
(市民経済局工業研究所主幹(技術 (経済局工業研究所主幹(共同研究等

 支援)が兼務)  の企画調整)が兼務)

廃止
(教育委員会事務局生涯学習部文化財

 保護室長が併任)

名古屋城調査研究センター 名古屋城調査研究センター
(非常勤職員) (非常勤職員)

副　所　長（課長級） 副　所　長（課長級）

調査研究係 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)

主査（近世武家文化の

　　　調査・研究等）

主幹（史跡の調査・研究に係る 廃止

　　　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)

主幹（史跡保存に係る連絡調整）

(専任化)
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備　　考改　　正　　前 改     正     後

環　境　局 環　境　局

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

主査（ＳＤＧｓ未来創造

　 　　　クラブの推進）

事　業　部 事　業　部

作　業　課 作　業　課

業　務　係 業　務　係

主幹（路上禁煙・事業調整） 主幹（路上禁煙・住居の不良

(市民経済局地域振興部主幹(安心・ 　　　堆積物対策の推進等）
 安全で快適なまちづくりの推進)を (スポーツ市民局市民生活部主幹(安

 兼務)  心・安全で快適なまちづくりの推

 進)を兼務)

主幹（住居の不良堆積物 廃止

　　　対策の推進）

主幹（住居の不良堆積物 ⑥ 主幹（住居の不良堆積物 ⑥
　　　対策の推進） 　　　対策の推進）

・市民経済局地域振興部主幹(空家等 ・スポーツ市民局地域振興部主幹(空

　対策の推進に係る企画調整等)が兼 　家等対策の推進に係る企画調整等)

　務 　が兼務

・健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進 ・健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進

　課長が兼務 　課長が兼務

・健康福祉局障害福祉部主幹(精神保 ・健康福祉局健康部主幹(精神保健・

　健福祉)が兼務 　いのちの支援)が兼務

・健康福祉局健康部環境薬務課長が ・健康福祉局健康部環境薬務課長が

　兼務 　兼務

・緑政土木局路政部道路管理課長が ・緑政土木局路政部道路管理課長が

　兼務　 　兼務　

・消防局予防部予防課長が併任 ・消防局予防部予防課長が併任

中環境事務所（課長級） 中環境事業所（課長級）

指導管理係

業　務　係 作　業　係

主査（排出指導等） 廃止

施　設　部 施　設　部

処　分　場（課長級） 処　分　場（課長級）

整　備　係 整　備　係

主査（浸出水処理施設等改築）
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備　　考改　　正　　前 改     正     後

工　場　課 工　場　課

計　画　係 計　画　係

主査（技術管理） 主査（技術管理）

主査（富田工場設備更新）

主査（南陽工場等整備に

　　　係る連絡調整）
(住宅都市局営繕課主査(南陽工場等

 整備)が兼務)

主幹（富田工場設備更新） 廃止

主査（富田工場設備更新）

主査（富田工場整備に ② 廃止

　　　係る連絡調整）
・住宅都市局営繕課主査(富田工場

整備)が兼務

・住宅都市局設備課主査(富田工場

整備)が兼務

主査（富田工場開設 ② 廃止

　　　準備）

南 陽 工 場（課長級） 廃止

事　務　係 廃止

整　備　係 廃止

主査（設備保全） 廃止

運転第一係 廃止

運転第二係 廃止

運転第三係 廃止 ※6

運転第四係 廃止

富 田 工 場 （課長級）

事　務　係

整　備　係

運転第一係

運転第二係

運転第三係

五条川工場（課長級） 五条川工場（課長級）

整　備　係 整　備　係

主査（設備改修） 廃止
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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) (財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を兼務)  を兼務)

庶　務　係 庶　務　係

主幹（プレミアム付商品券 廃止

　　　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 廃止

　　　の発行に係る調整）
(市民経済局地域商業課主査(プレ

 ミアム付商品券)が兼務)

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

主幹（認知症施策に係る 廃止

　　　企画調整）

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　係

主査（障害者差別解消・ 主査（障害者差別解消・

　　　福祉都市推進） 　　　福祉都市推進）

主査（障害者スポーツに

　　　係る調整）
(スポーツ市民局スポーツ振興室

 主査(障害者スポーツ)が兼務)

更　生　係 福　祉　係

（健康部より移管） 主査（難病対策）

精神保健福祉係 （健康部へ移管）

主幹（アジアパラ競技大会 主幹（アジアパラ競技大会

　　　に係る障害者施策の 　　　に係る障害者施策の

　　　調整） 　　　調整）
(総務局総合調整部主幹(アジアパラ (スポーツ市民局スポーツ推進部主幹
 競技大会に係る企画調整)を兼務)  (アジアパラ競技大会に係るスポー
(R1.7設置)  ツ施策の調整）が兼務）

主査（アジアパラ競技大会 主査（アジアパラ競技大会

　　　に係る障害者施策の 　　　に係る障害者施策の

　　　調整） 　　　調整）
(総務局アジア競技大会推進室主 (総務局アジア競技大会推進室主

 査(アジアパラ競技大会に係る  査(アジアパラ競技大会に係る

 企画調整)が兼務)　(R1.7設置)  企画調整)が兼務)

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

主査（アジアパラ競技大会 主査（アジアパラ競技大会

　　　に係る障害者施策の 　　　に係る障害者施策の

　　　調整） 　　　調整）
(総務局アジア競技大会推進室主 (スポーツ市民局スポーツ戦略室

 査(アジアパラ競技大会に係る  主査(アジアパラ競技大会に係る

 企画調整)を兼務)　(R1.7設置)  スポーツ施策の調整)が兼務)

主幹（精神保健福祉）
(環境局事業部主幹(住居の不良

 堆積物対策の推進)を兼務)

主幹（いのちの支援） 廃止

主査（いのちの支援）

主幹（精神障害者福祉）
(健康部主幹(精神保健・いのち

 の支援)が兼務)

精神保健福祉センター（課長級） 精神保健福祉センター（課長級）

副　所　長 （課長級）

(精神保健福祉センター管理係長を

 事務取扱)

管　理　係 管　理　係
(精神保健福祉センター副所長が

 事務取扱)

支　援　係 廃止

主査（支援）

生活福祉部 生活福祉部

保　護　課 保　護　課

保　護　係 保　護　係

主査（査察指導監査） 主査（査察指導監査）

主査（自立支援の推進）

医療福祉課 医療福祉課
(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)

福祉医療係 福祉医療係

主査（収納指導・債権管理 廃止

　　　の推進）

健　康　部 健　康　部

保健医療課 保健医療課

地域保健係 地域保健係

主査（衛生研究所の整備） 廃止

主幹（衛生研究所の整備） 廃止
(衛生研究所副所長が兼務)

（健康部

へ移管）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

主幹（陽子線がん治療施設

　　　事業）
(病院局西部医療センター病院

 運営企画室長を併任)

主査（陽子線がん治療施設

　　　事業）
(病院局西部医療センター病院

 運営企画室主査(運営・企画)

 を併任)

感染症対策室（課長級） 感染症対策室（課長級）

感 染 症 係 感 染 症 係

主査（結核対策等） 主査（特定感染症等対策）

主査（特定感染症等対策）

主査（感染症予防等）
(衛生研究所業務課主査(感染症予

 防の推進)を兼務)

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

 主幹(母子保健)を兼務)  主幹(母子保健)を兼務)

地域看護係 地域看護係

主査（難病対策） （障害福祉部へ移管）

（障害福祉部より移管） 精神保健係

主幹（がん対策・食育推進等） 主幹（がん対策・食育推進等）

主幹（精神保健・いのちの

　　　支援）
・障害福祉部主幹(精神障害者福

祉)を兼務

・環境局事業部主幹(住居の不良

堆積物対策の推進)を兼務

主査（いのちの支援）

主幹（陽子線がん治療施設

　　　事業）
(病院局西部医療センター病院

 運営企画室長を併任)

主査（陽子線がん治療施設

　　　事業）
(病院局西部医療センター病院

 運営企画室主査(運営・企画)

 を併任)

食品衛生課 食品衛生課
(市民経済局地域振興部主幹(安心・ (スポーツ市民局市民生活部主幹(安
 安全で快適なまちづくりの推進)を  心・安全で快適なまちづくりの推
 兼務)  進)を兼務)

食の安全対策係 食の安全対策係

主査（食品表示） 廃止

（障害福祉部より移管）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

生活衛生センター（課長級） 廃止

庶　務　係 廃止

感染症対策係 廃止 ※7

生活環境係 廃止

主幹（感染症） 廃止

食品衛生検査所（課長級） 食品衛生検査所（課長級）

理化学検査係 理化学検査係

主査（食品安全学習等） 廃止

広域監視係

衛生研究所（部長級） 衛生研究所（部長級）

副　所　長（課長級） 副　所　長（課長級）

(健康部主幹(衛生研究所の整備) (衛生研究所管理課長を兼務)
 を兼務)

事　務　長（課長級） 廃止

事　務　係 廃止

管　理　課 ※7
(衛生研究所副所長が兼務)

管　理　係

主幹（精度管理）
(衛生研究所疫学情報部長が兼務)

業　務　課

事　業　係

主査（感染症対策）

主査（感染症予防の推進）
(健康部感染症対策室主査(感染症
 予防等)が兼務)

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)

感染症対策室（課長級） 感染症対策室（課長級）

(健康福祉局健康部感染症対策室長を (健康福祉局健康部感染症対策室長を
 充てる)  充てる)

感 染 症 係 感 染 症 係
(健康福祉局感染症対策室感染症 (健康福祉局感染症対策室感染症
 係長を充てる)  係長を充てる)

主査（結核対策等） 主査（特定感染症等対策）
(健康福祉局感染症対策室主査 (健康福祉局感染症対策室主査
 (結核対策等)を充てる)  (特定感染症等対策)を充てる)

主査（特定感染症等対策）
(健康福祉局感染症対策室主査
 (特定感染症等対策)を充てる)

主査（感染症予防等）
(健康福祉局感染症対策室主査
 (感染症予防等)を充てる)
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

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)

地域看護係 地域看護係
(健康福祉局健康増進課地域看護 (健康福祉局健康増進課地域看護

 係長を充てる)  係長を充てる)

主査（難病対策） 廃止
(健康福祉局健康増進課主査

 (難病対策)を充てる)

精神保健係
(健康福祉局健康増進課精神

 保健係長を充てる)

主幹（精神保健・いのちの

　　　支援）
(健康福祉局健康部主幹(精神保健・

 いのちの支援)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)

食の安全対策係 食の安全対策係
(健康福祉局食品衛生課食の安全 (健康福祉局食品衛生課食の安全

 対策係長を充てる)  対策係長を充てる)

主査（食品表示） 廃止
(健康福祉局食品衛生課主査(食品

 表示)を充てる)

生活衛生センター（課長級） 廃止
(健康福祉局健康部生活衛生セン

 ター所長を充てる)

庶　務　係 廃止
(健康福祉局生活衛生セン

 ター庶務係長を充てる)

感染症対策係 廃止
(健康福祉局生活衛生セン

 ター感染症対策係長を充

 てる)

生活環境係 廃止
(健康福祉局生活衛生セン

 ター生活環境係長を充て

 る)

主幹（感染症） 廃止
(健康福祉局生活衛生センター

 主幹(感染症)を充てる)

（保健所障害福祉部より移管）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

感染症対策・調査センター

（課長級）

(健康福祉局衛生研究所業務課長を

 充てる)

管　理　課
(健康福祉局衛生研究所管理課長を

 充てる)

管　理　係
(健康福祉局衛生研究所管理課管理

 係長を充てる)

業　務　課
(健康福祉局衛生研究所業務課長を

 充てる)

事　業　係
(健康福祉局衛生研究所業務課

 事業係長を充てる)

主査（感染症対策）
(健康福祉局衛生研究所業務課

 主査(感染症対策)を充てる)

主査（感染症予防の推進）
(健康福祉局衛生研究所業務課

 主査(感染症予防の推進)を充

 てる)

疫学情報部 （課長級）

(健康福祉局衛生研究所疫学情報

 部長を充てる)

主査（情報管理）
(健康福祉局衛生研究所疫学情報部

 主査(情報管理)を充てる)

主査（疫学調査）
(健康福祉局衛生研究所疫学情報部

 主査(疫学調査)を充てる)

食品衛生検査所 (課長級)

(健康福祉局健康部食品衛生検査所

 所長を充てる)

広域監視係
(健康福祉局食品衛生検査所広域監

 視係長を充てる)

障害福祉部 廃止
(健康福祉局障害福祉部長を充てる)

障害企画課 廃止
(健康福祉局障害福祉部障害企画

 課長を充てる)

精神保健福祉係
(健康福祉局障害企画課精神

 保健福祉係長を充てる)

主幹（精神保健福祉）
(健康福祉局障害福祉部主幹(精神

 保健福祉)を充てる)

（保健所健康部へ移管）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

保健センター⑬ 保健センター⑫
(区役所保健福祉センター所長を (区役所保健福祉センター所長を
 充てる)(東区、熱田区及び天白  充てる)(東区、昭和区、熱田区
 区を除く。)  及び天白区を除く。)

廃止 昭和区

保健センター③ 保健センター③
(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、熱田区及び  課長を充てる)(東区、熱田区及び
 天白区に限る。)  天白区に限る。)

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)(昭和区に限る。)

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。)

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、熱田区及び天白区に限  る)(東区、熱田区及び天白区に限
 る。)  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)(昭和区に限る。)

保健予防課 保健予防課
(区役所保健福祉センター保健予 (区役所保健福祉センター保健予
 防課長を充てる)  防課長を充てる)

保健感染症係 保健感染症係
(区役所保健予防課保健感染係長 (区役所保健予防課保健感染係長
 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、熱田区及び天白  充てる)(東区、昭和区、熱田区
 区を除く。)  及び天白区を除く。)

廃止 昭和区

主査（精神障害者福祉・ 廃止

　　　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） 廃止
(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 (区役所保健福祉センター主幹(医
 務)を充てる)(中村区及び南区に  務)を充てる)(南区に限る。)
 限る。)

廃止 中村区
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

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) (財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を兼務)  を兼務)

企　画　係 企　画　係

主査（次世代育成支援） 廃止

子育て支援部 子育て支援部

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 (児童福祉センター発達障害者支援セ

 事務取扱)  ンター所長を事務取扱)

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）④ 主幹（診療支援）④
・中央療育センター所長が兼務 ・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(診療)が兼務

・西部地域療育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 ・北部地域療育センター所長が兼務

主幹（診療支援）
(くすのき学園主幹(児童心理治療)

 が兼務)

主幹（診療支援）② 廃止
・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

主査（診療支援）③ 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 指導)が兼務

・ ・中央療育センター主査(診療)が

兼務 兼務

・あけぼの学園主査(知的障害児の ・あけぼの学園主査(知的障害児の

医学的指導)が兼務 医学的指導)が兼務

主査（診療支援）

 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) (児童福祉センター主幹(診療支援)

 を兼務)  を兼務)

診療相談係 診療相談係

主査（作業療法指導） 廃止

主幹（診療） 主幹（診療）
(児童福祉センター主幹(診療支援) ・児童福祉センター主幹(診療支援)

 を兼務) を兼務

・児童福祉センターくすのき学園主

幹(児童心理治療)が兼務

中央児童相談所相談課主査(医学的

中央療育センター主査(診療)が

(中央療育センター主査(診療)が
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

主査（診療） 主査（診療）
(児童福祉センター管理課主査 (児童福祉センター管理課主査

 (診療支援)を兼務)  (診療支援)を兼務)

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） 廃止
・児童福祉センター主幹(診療支援)

を兼務

・児童福祉センター発達障害者支援

センター所長が兼務

発達障害者支援センター
・児童福祉センター主幹(診療支援) (児童福祉センター所長が事務取扱)

を兼務

・中央療育センター主幹(医学的指導)

を兼務

くすのき学園（課長級） くすのき学園（課長級）

(児童福祉センター所長が事務取扱)

副園長(係長級) 廃止

主幹（児童心理治療）
・児童福祉センター主幹(診療支援)

を兼務

・中央療育センター主幹(診療)を兼務

保　育　部 保　育　部

保　育　園（99） 保　育　園（99）

宮前保育園（係長級） 廃止  ※8

宝生保育園（係長級） 廃止  ※9

子ども未来企画部 子ども未来企画部

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・ (スポーツ市民局市民生活部主幹(安
 安全で快適なまちづくりの推進)を  心・安全で快適なまちづくりの推
 兼務)  進)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）

放課後事業推進係 放課後事業推進係

主幹（放課後事業に係る 主幹（放課後事業に係る

　　　企画調整） 　　　企画調整）

主幹（放課後事業に係る

　　　企画調整）

主幹（トワイライトスクール） 廃止

発達障害者支援センター（課長級） （課長級）

(専任化)

26



住宅都市局 住宅都市局

都市計画部 都市計画部

街路計画課 街路計画課

街路計画係 街路計画係

主査（未着手都市計画道路） 廃止

高速道路係 高速道路係

施設計画係 施設計画係

主査（鉄道に係る立体交差）

都市景観室（課長級） 都市景観室（課長級）

(市民経済局地域振興部主幹(安心・ (スポーツ市民局市民生活部主幹(安
 安全で快適なまちづくりの推進)を  心・安全で快適なまちづくりの推
 兼務)  進)を兼務)

営　繕　部 営　繕　部

企画保全課 企画保全課

建築計画係 建築計画係

主査（国際展示場整備に ②

　　　係る調整）

 (国際展示場)が兼務)

主査（国際会議場整備に

　　　係る調整）

 (国際会議場機能強化)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

主査（富田工場整備） 廃止
(環境局工場課主査(富田工場整備

 に係る連絡調整)を兼務)

主査（南陽工場等整備）
(環境局工場課主査(南陽工場等

 整備に係る連絡調整)を兼務)

主幹（病院整備） 廃止

主査（病院整備）② 主査（病院整備）

廃止

改　　正　　前 改     正     後 備　　考

(観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室主査

(観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室主査
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

主幹（区役所整備に係る 主幹（区役所整備に係る

　　　連絡調整） 　　　連絡調整）
(市民経済局地域振興部主幹(区役所 (スポーツ市民局地域振興部主幹

 の庁舎営繕等)が兼務)  (区役所の庁舎営繕等)が兼務)

主査（区役所整備に係る 主査（区役所整備に係る

　　　連絡調整） 　　　連絡調整）
(市民経済局区政課主査(区役所の (スポーツ市民局区政課主査(区役
 庁舎営繕等)が兼務)  所の庁舎営繕等)が兼務)

主査（区役所整備に係る

　　　連絡調整）
(スポーツ市民局区政課主査(区役

 所の庁舎営繕等)が兼務)

設　備　課 設　備　課

機械第一係 機械第一係

機械第二係 機械第二係

機械第三係 機械第三係

電気第一係 電気第一係

電気第二係 電気第二係

電気第三係 電気第三係

主査（富田工場整備） 廃止
(環境局工場課主査(富田工場整備

 に係る連絡調整)を兼務)

住　宅　部 住　宅　部

住宅企画課 住宅企画課
(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（市営住宅のアセット 廃止

　　　マネジメントの推進

　　　等）

住宅整備課 住宅整備課
(財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を兼務)

住宅整備係 住宅整備係

主査（市営住宅等のアセット

　　　マネジメントの推進）

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(資産経営の推進) (財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を兼務)  を兼務)

企　画　係 企　画　係

主査（地域まちづくり） 主査（地域まちづくり）

主査（金山まちづくり）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

開発調整係 開発調整係

主幹（まちづくりに係る 主幹（まちづくりに係る

　　　特命事項の処理） 　　　特命事項の処理）
(総務局総合調整部主幹(選手村整備) (総務局総合調整部主幹(選手村に係る

 を兼務)  総合調整)を兼務)

主査（まちづくりに係る

　　　特命事項の処理）

（総務局）

（総合調整部）

（アジア競技大会推進室）

主査（選手村整備） 主査（まちづくりに係る

　　　特命事項の処理）

名港開発振興課 名港開発振興課

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

 が兼務)  が兼務)

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）② 主査（金城ふ頭開発）②
(観光文化交流局MICE推進室主査 (観光文化交流局MICE推進室主査

 (国際展示場)が兼務)  (国際展示場)が兼務)

主査（金城ふ頭開発） 廃止
(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)

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

事業推進係 事業推進係

参事（栄開発等） 参事（栄開発等）

主幹（栄） 主幹（栄）

主査（栄地域連携） 廃止

主査（久屋大通） 主査（久屋大通）
(観光文化交流局観光推進室主査 (観光文化交流局観光推進課観光

 (観光に係る受入環境の整備等)  企画係長が兼務)

 が兼務)  
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

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（まちづくり計画）

主査（市街地整備）②

主査（事業調整） 主査（事業調整）

主幹（市街地整備） 廃止

主査（市街地整備）②

主幹（まちづくり調整）

主査（まちづくり調整）

主幹（名駅南公共空間 主幹（名駅南公共空間

　　　整備等） 　　　整備等）

主査（名駅南公共空間 主査（名駅南公共空間

　　　整備） 　　　整備）

主査（名駅南公共空間

　　　整備）

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) (財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を兼務)  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) (財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を兼務)  を兼務)

主査（道路等に係る連絡 主査（道路等に係る連絡

　　　調整） 　　　調整）
(総務局アジア競技大会推進室 (総務局アジア競技大会推進室

 主査(選手村整備)を兼務)  主査(事業調整)を兼務)

路　政　部 路　政　部

道路管理課 道路管理課
・市民経済局地域振興部主幹(安心・ ・スポーツ市民局市民生活部主幹(安

安全で快適なまちづくりの推進)を 心・安全で快適なまちづくりの推

兼務 進)を兼務

・環境局事業部主幹(住居の不良堆積物 ・環境局事業部主幹(住居の不良堆積物

対策の推進)を兼務 対策の推進)を兼務

自転車利用課 自転車利用課
(市民経済局地域振興部主幹(安心・ (スポーツ市民局市民生活部主幹(安

 安全で快適なまちづくりの推進)を  心・安全で快適なまちづくりの推

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

緑　地　部 緑　地　部

緑地管理課 緑地管理課

主幹（公園適正利用） 主幹（公園適正利用）
(市民経済局地域振興部主幹(安心・ (スポーツ市民局市民生活部主幹(安

 安全で快適なまちづくりの推進)を  心・安全で快適なまちづくりの推

 兼務)  進)を兼務)

緑地利活用室（課長級） 緑地利活用課

運　営　係

公園経営係 公園経営係

主査（協働推進） 主査（協働推進）

主幹（施設の運営改善・活用）

緑地維持課 緑地維持課

運　営　係

緑化指導審査係 民有地緑化係

主幹（施設運営・改善）

主査（施設運営・改善）

緑地事業課 緑地事業課

事業推進係 事業推進係

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 ・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) ・財政局財政部主幹(資産経営の推進)

  を併任)   を併任)

企画広報係 企画広報係

主幹（企画広報） 主幹（企画広報）

主幹（企画広報）

主査（企画調整）

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・ (スポーツ市民局市民生活部主幹(安

 安全で快適なまちづくりの推進)を  心・安全で快適なまちづくりの推

 併任)  進)を併任)

消防航空隊（課長級） 消防航空隊（課長級）

　 航　空　係 航　空　係

主査（航空機の整備）

主査（施設の運営改善・活用）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

教育委員会事務局 教育委員会事務局

総　務　部 総　務　部

学校整備課 学校整備課
(財政局財政部主幹(資産経営の推進) (財政局財政部主幹(資産経営の推進)
 を併任)  を併任)

整　備　係 整　備　係

主査（学校施設のアセット 主査（学校施設リフレッシュ

　　　マネジメントの推進） 　　　プランの推進）

教　務　部 教　務　部

教 職 員 課 教 職 員 課

管　理　係 管　理　係

主幹（学校における働き方 主幹（学校における働き方

　　　改革に係る特命事項 　　　改革に係る特命事項

　　　の処理） 　　　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 主査（学校における働き方

　　　改革に係る特命事項 　　　改革に係る特命事項

　　　の処理） 　　　の処理）
(生涯学習課主査(部活動振興)

 が兼務)  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）
(生涯学習課主査(部活動振興)

 が兼務)

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）

子ども応援係 子ども応援係

主査（企画調整） 主査（企画調整）

主査（システム・制度改革）

指　導　部 指　導　部

指　導　室（課長級） 指　導　室（課長級）

事　務　係 事　務　係

主幹（学校教育に係る企画 主幹（学校教育に係る企画

　　　調整） 　　　調整）

主査（個別最適化された学 主査（個別最適化された学

　　　びの推進） 　　　びの推進）
(教育センター学校情報化支援部主

 査(個別最適化された学びに係る

 ＩＣＴ環境整備の推進)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・ (スポーツ市民局市民生活部主幹(安

 安全で快適なまちづくりの推進)を  心・安全で快適なまちづくりの推

 併任)  進)を併任)

(生涯学習部主幹(部活動振興)が兼務)

(スポーツ振興課主査(部活動振興)
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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
(上汐田教育集会所所長に充てる) (上汐田教育集会所所長に充てる)

生涯学習係 生涯学習係

部活動振興係

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) (鶴舞中央図書館主幹(図書館改革)

 を兼務)  を兼務)

主幹（部活動振興）
(教務部主幹(学校における働き方

 改革に係る特命事項の処理)を兼

 務)

主査（部活動振興）
(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)

主査（部活動振興）
(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)

スポーツ振興課

市民スポーツ係

主査（アジア競技大会に係

　　　る特命事項の処理）

少年スポーツ係

施　設　係

主幹（部活動振興）
(教務部主幹(学校における働き方

 改革に係る特命事項の処理)を兼

 務)

主査（部活動振興）
(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)

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)

主査（スポーツ施設の管理

　　　等合理化）

（スポーツ市民局へ移管）

（スポーツ市民局へ移管）

33



改　　正　　前 改     正     後 備　　考

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)

主査（瑞穂公園整備推進）

主幹（瑞穂公園陸上競技場の
　　　改築） (R2.1設置)
(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)

主査（瑞穂公園陸上競技場の

　　　改築） (R2.1設置)

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 (見晴台考古資料館副館長に充てる)

所主幹(史跡保存に係る連絡調整)

を併任

・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

教育センター（部長級） 教育センター（部長級）

学校情報化支援部（課長級） 学校情報化支援部（課長級）

事　務　係 事　務　係

主査（個別最適化された

　　　学びに係るＩＣＴ

　　　環境整備の推進）
(指導室主査(個別最適化された学び

 の推進)が兼務)

区　役　所 区　役　所

区　政　部 区　政　部

地域力推進室（課長級） 地域力推進室（課長級）

地域力推進係 地域力推進係

主査（安心・安全で快適な 主査（安心・安全で快適な 

　　　まちづくりの企画） 　　　まちづくりの企画）
(北区、中村区、瑞穂区、守山区及
 び緑区を除く。)

主査（区の特性に応じた

　　　地域の活力向上）

 向上)を兼務)（北区に限る。）

主査（区の特性に応じた

　　　地域の活力向上）
(中村区及び守山区に限る。)

主査（地域の魅力の向上・

　　　発信）
(瑞穂区及び緑区に限る。)

 域包括ケア推進に係る地域の活力

(保健福祉センター福祉課主査(地

（スポーツ市民局へ移管）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

保健福祉センター（部長級） 保健福祉センター（部長級）

(東区、熱田区及び天白区を除 (東区、昭和区、熱田区及び天白区

 く。)  を除く。)

廃止 昭和区

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 (保健福祉センター福祉部長を兼

 務)(東区、熱田区及び天白区に  務)(東区、熱田区及び天白区に

 限る。)  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)

 (昭和区に限る。)

福　祉　部 福　祉　部
(東区、熱田区及び天白区を除 (東区、昭和区、熱田区及び天白区

 く。)  を除く。)

廃止 昭和区

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

(東区、熱田区及び天白区に限る。) (東区、熱田区及び天白区に限る。)

福　祉　部
(保健福祉センター所長が兼務)(昭和

 区に限る。)

福　祉　課 福　祉　課

福　祉　係 高齢福祉係

主査（地域包括ケア推進） 主査（地域包括ケア推進）

主査（地域包括ケア推進に

　　　係る地域の活力向上）
(区政部地域力推進室主査(区の特

 性に応じた地域の活力向上)が兼

 務)(北区に限る。)

主査（介護保険）

主査（障害） 廃止

介護保険係 障害福祉係

主査（精神障害者福祉・難

　　　病対策等に係る連絡

　　　調整）
(保健福祉センター保健予防課
 保健感染症係長が兼務)

環境薬務室（課長級） 環境薬務室（課長級）

(保健福祉センター環境薬務室主査
 (住居衛生)を事務取扱(南区に限
 る。))

主査（住居衛生） 主査（住居衛生）
(保健福祉センター環境薬務室長
 が事務取扱)(南区に限る。) (南区に限る。)

(専任化)
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

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。)

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、熱田区及び天白区に限る。) (東区、熱田区及び天白区に限る。)

主幹（健康安全に係る特命

　　　事項の処理）
(昭和区に限る。)

保健予防課 保健予防課

保健感染症係 保健感染症係
・保健福祉センター福祉課主査（精
　神障害者福祉・難病対策等に係る
　連絡調整）を兼務
・区役所支所区民福祉課主査(精神
  障害者福祉・難病対策等に係る
  連絡調整)を兼務

主査（医務） 主査（医務）
(東区、熱田区及び天白区を除 (東区、昭和区、熱田区及び天白

 く。)  区を除く。)

廃止 昭和区

主査（精神障害者福祉・ 廃止

　　　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 廃止

　　　調整）
(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）
(中村区及び南区に限る。) (南区に限る。)

廃止 中村区

区役所支所（部長級） 区役所支所（部長級）

区民福祉課 区民福祉課

福　祉　係 福　祉　係

主査（障害） 主査（障害）

主査（精神障害者福祉・難

　　　病対策等に係る連絡

　　　調整）
(保健福祉センター保健予防課
 保健感染症係長が兼務)

36



Ⅱ 上下水道局

上下水道局 上下水道局

総　務　部 総　務　部

総　務　課 総　務　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)

庶　務　係 庶　務　係

主査（特命事項の調整）

人　事　係 人　事　係

主査（服務） 主査（人事等）
(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)

防災危機管理室 （課長級）

(防災危機管理局主幹(危機管理に係る

 連絡調整)を併任)

防災危機管理係

主査（地震災害対策）
(人材育成推進室主査(人材育成

 推進)を兼務)

主査（風水害対策） ※10

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)

主幹（防災・危機管理の

　　　企画・調整）

労　務　課 労　務　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)

労　務　係 労　務　係

主査（委託・嘱託推進） 主査（労務等）
(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)

調　査　課

参事（契約監理） 参事（契約監理・内部統制）

調　査　課

情報システム課

情報管理係

主査（情報化推進） 廃止

主査（情報化対策） 廃止
(総務局情報化推進課主査(電子
 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)

改　　正　　前 改     正     後 備　　考

(施設管理課主査(排水管理)が兼務)（企画経理部より移管）

（企画経理部

へ移管）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

営業システム係

主幹（営業システムの企画・

　　　調整）

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） 主査（人材育成推進）
・総務課主査(服務)が兼務 ・総務課主査(人事等)が兼務

・ ・

・調査課主査(事務執行の適正化) が兼務

が兼務 ・労務課主査(労務等)が兼務

・経営企画課主査(地震災害対策) ・調査課主査(事務執行の適正化)

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

・ ・給排水設備課主査(営業所工事事務

の企画・調整)が兼務 の企画・調整)が兼務

・技術管理課主査(検査・監理指導)② ・
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(管路業務の企画・
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
の企画・調整)が兼務 の企画・調整)が兼務

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) (財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を併任)  を併任)

主幹（技術調整・国際協力） 主幹（技術調整・国際協力）

主査（国際協力） 主査（国際協力）

主査（国際協力）

主幹（防災・危機管理の総合 廃止

　　　調整）
(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 廃止

　　　企画・調整）

主査（地震災害対策）
(人材育成推進室主査(人材育成

 推進)を兼務)

主査（風水害対策）

主査（災害時相互応援体制

　　　の調査研究）

労務課主査(委託・嘱託推進)が兼務 防災危機管理室主査(地震災害対策)

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

浄水管理調整室主査(施設管理体制

(施設管理課主査(排水管理)が兼務)

（営業部へ移管）

（総務部

へ移管）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

主査（災害時相互応援体制

　　　の調査研究）
(横浜市職員が併任)

広報サービス課 広報サービス課

広　報　係 広　報　係

主査（広報施策の企画・

　　　調整）

情報システム課

情報企画係

情報管理係

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　部 営　業　部

営　業　課 営　業　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)

受付センター管理係 受付センター管理係

営業システム係

主査（営業システムの企画・

　　　調整）

料　金　課 料　金　課

料　金　係 料　金　係

主査（検針業務の効率化）

主査（徴収関係事務の総合

　　　調整）

徴収管理係 徴収管理係

検　針　係 廃止

千種営業所（課長級） 千種営業所（課長級）

営　業　係 営　業　係

主査（名東サービスステー 廃止

　　　ション）

中 営 業 所（課長級） 中 営 業 所（課長級）

営　業　係 営　業　係

主査（徴収関係事務）② 主査（徴収関係事務）

廃止

　　　営業システムの総合調整）

主幹（受付センターの運営・

（総務部より移管）

（総務部より移管）

（総務部へ移管）
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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）

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

主幹（雨水対策の総合調整） 主幹（雨水対策の総合調整）

主幹（新事業推進）

主査（新事業推進）

技術管理課 技術管理課

技術システム管理係 技術システム管理係

主幹（検査・監理指導） 主幹（検査・監理指導）

主査（検査・監理指導）② 主査（検査・監理指導）②

主査（検査・監理指導）

主査（検査・監理指導）② 主査（検査・監理指導）②
(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)

管　路　部 管　路　部

配　水　課 配　水　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)

管　理　係 管　理　係

主査（機材） 廃止

管路工事調整係

主幹（管路施工管理の総合 廃止

　　　調整）

主査（管路工事事務の総合

　　　調整）

主査（管路施工管理の総合

　　　調整）
(人材育成推進室主査(人材育成
 推進)を兼務)

主幹（管路設計業務の効率化 主幹（管路業務の企画・調整）

　　　・占用調整）

(人材育成推進室主査(人材育成
 推進)を兼務)

保　全　課 保　全　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)

管路工事統括室 （課長級）

管路工事調整係

主査（管路工事事務の総合

　　　調整）

主査（占用調整）

設計第二課 設計第二課

設計第一係 設計第一係

主査（下水道整備の促進）

主査（管路業務の企画・調整）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

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(風水害対策) (防災危機管理室主査(風水害対策)

 を兼務)  を兼務)

主査（処理水質管理）
(水質管理課主査(処理水質の総合

 調整)を兼務)

主査（監理調整）

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（制御系システムセキュ 主査（制御系システムセキュ

　　　リティ対策） 　　　リティ対策）
(情報システム課主査(情報ネット (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)

主査（水道水質管理）
(水質管理課主査(水道水質の総合

 調整)を兼務)

水質管理課 水質管理課

水質企画係 廃止

主査（水質管理）②

工場排水指導係 廃止

管理指導係

主査（工場排水指導）②

水質管理第一係 水道水質管理係

主査（水道水質調整）

水質管理第二係 処理水質管理係

主査（処理水質調整）②

主幹（工場排水指導・

　　　処理水質調整）

主査（工場排水指導）②

主査（処理水質調整）②

主幹（水道水質調整）

主査（水道水質調整）

主幹（水道水質の総合調整）

主査（水道水質の総合調整）
(浄水管理調整室主査(水道水質

 管理)が兼務)

主幹（処理水質の総合調整）

主査（処理水質の総合調整）
(施設管理課主査(処理水質管理)

 が兼務)

 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)

総　務　部 総　務　部

広報広聴課 広報広聴課

広　報　係 広　報　係

主査（広報業務に関する

　　　総合調整）

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

主査（乗車券機器）

ＩＣカード推進係 事業推進係

主査（ＩＣカードシステム） 主査（ＩＣカードシステム）

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 (営業統括部主幹(乗車券機器)を

 兼務)  兼務)

計　画　係 計　画　係

主幹（施設管理）

主査（施設管理）

名城線南部駅務区（課長級） 名城線南部駅務区（課長級）

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 ②（係長級） 首 席 助 役（係長級）

廃止

鶴舞線運転区（課長級） 鶴舞線運転区（課長級）

副　長（係長級） 副　長（係長級）

首 席 助 役（係長級） 首 席 助 役（係長級）

首 席 助 役 （係長級）

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

自 動 車 部 自 動 車 部

管　理　課 管　理　課

現　業　係 現　業　係

主幹（自動車運輸業務に 主幹（自動車運輸業務に

　　　関する総合調整） 　　　関する総合調整）

 に係る特命事項の処理)を兼務)  に係る特命事項の処理)を兼務)

主査（自動車運輸業務に 主査（自動車運輸業務に

　　　関する総合調整） 　　　関する総合調整）
(安全監理課主査(安全対策推進) (安全監理課主査(安全対策推進)

 を兼務)  を兼務)

主査（営業所の管理委託） 廃止

自動車運転課 自動車運転課

指　導　係 指　導　係

主査（接遇・運行管理） 主査（接遇・運行管理）

技 術 本 部（局長級） 技 術 本 部（局長級）

施　設　部 施　設　部

施設計画課 施設計画課
(施設部主幹(鉄道土木設計管理)を (施設部主幹(鉄道土木設計管理)を

 兼務)  兼務)

計　画　係 計　画　係

参事（リニア関連工事等調整） 参事（リニア関連工事等調整）

主幹（リニア関連工事等調整） 主幹（リニア関連工事等調整）

 ※11

車両電気部 車両電気部

電車車両課 電車車両課

主幹（鉄道車両設計管理） 主幹（鉄道車両設計管理）
(日進工場長が兼務) (藤が丘工場長が兼務)

藤が丘工場（課長級） 藤が丘工場（課長級）

(車両電気部主幹(鉄道車両設計管理)

 を兼務)

日進工場（課長級） 日進工場（課長級）

(車両電気部主幹(鉄道車両設計管理)

 を兼務)

(安全監理部主幹(バス事業の安全監理 (安全監理部主幹(バス事業の安全監理

主査（リニア関連工事等調整）
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Ⅳ 病院局

病　院　局 病　院　局

次　長（局長級） 次　長（局長級）

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)

管　理　部 経営企画部

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)

経　理　課 経営企画課
(財政局財政部主幹(資産経営の (財政局財政部主幹(資産経営の

 推進)を併任)  推進)を併任)

企　画　係

経理第一係 経　営　係

経理第二係 廃止

主査（経理）

参事（経営） ②  ※12
・東部医療センター病院管理部長が兼務

・西部医療センター病院管理部長が兼務

主幹（経営）
・東部医療センター病院経営戦略室

副室長を事務取扱

・東部医療センター病院管理部主幹

(経営)を兼務

主幹（経営）
・西部医療センター病院経営戦略室

副室長を事務取扱

・西部医療センター病院管理部主幹

(経営)を兼務

主幹（経営戦略） 主幹（経営戦略）
(西部医療センター病院経営 (西部医療センター病院経営

 戦略室副室長を事務取扱)  戦略室副室長を事務取扱)

主幹（病院改革等）

主査（病院改革等）

主査（病院改革等）

企　画　室（課長級） 廃止

企　画　係

主幹（病院改革等）

主査（病院改革等）

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

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）

集中治療センター（部長級） 集中治療センター（部長級）

救命救急センター （部長級）

救命救急センター（課長級） 廃止

臨床工学室（課長級） 臨床工学室（課長級）

副　室　長（課長級） 廃止
(管理部管理課長が兼務)

副　室　長 （係長級）

看　護　部（課長級） 看　護　部（課長級）

副看護部長 ②（課長級） 副看護部長 ②（課長級）

副看護部長 （課長級）

経営戦略室（課長級） 経営戦略室（課長級）

副　室　長（係長級） 副　室　長（係長級）

(病院局経理課主査(経営戦略) (病院局経営企画課主査(経営戦略)

 が兼務)  が兼務)

副　室　長 （係長級）

(病院局経営企画部主幹(経営)

 が事務取扱)

病院整備室（課長級） 病院整備室（課長級）

主幹（東部医療センター ③ 主幹（東部医療センター

　　　病院整備） 　　　病院整備）

廃止 ②

管　理　部 管　理　部
(病院局参事(経営)を兼務)

管　理　課 管　理　課
(臨床工学室副室長を兼務)

経　理　係 経　営　係

主幹（経営）  ※12
(病院局経営企画部主幹(経営)が兼務)

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）

薬　剤　科（課長級） 薬　剤　科（課長級）

副　部　長 ②（係長級） 副　部　長 ②（係長級）

副　部　長 （係長級）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

経営戦略室（課長級） 経営戦略室（課長級）

副　室　長（係長級） 副　室　長（係長級）

(病院局管理部主幹(経営戦略) (病院局経営企画部主幹(経営戦略)

 が事務取扱)  が事務取扱)

副　室　長 （係長級）

(病院局経営企画部主幹(経営)

 が事務取扱)

運営企画室（課長級） 運営企画室（課長級）

(健康福祉局健康部主幹(陽子線 (健康福祉局健康部主幹(陽子線

 がん治療施設事業)が併任)  がん治療施設事業)が併任)

主査（運営・企画） 主査（運営・企画）
(健康福祉局健康増進課主査(陽 (健康福祉局保健医療課主査(陽

 子線がん治療施設事業)が併任)  子線がん治療施設事業)が併任)

管　理　部 管　理　部
(病院局参事(経営)を兼務)

管　理　課 管　理　課

経　理　係 経　営　係

主幹（経営）  ※12
(病院局経営企画部主幹(経営)が兼務)

(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。

46



（参考）スポーツ市民局の組織 (注)　主査及び兼務組織は省略

スポーツ市民局

総　務　課

庶　務　係

企画経理係

地域振興部

区　政　課

管　理　係

推　進　係

主幹（区役所の庁舎営繕等）

地域振興課

地域振興係

地域コミュニティ係

主幹（空家等対策の推進に係る企画調整等）

住　民　課

戸籍住民係

町名表示係

市民活動推進センター

市民活動係

人権施策推進室

主幹（同和問題等）

なごや人権啓発センター

事　業　係

西文化センター

事　業　係

中文化センター

事　業　係

市民生活部

地域安全推進課

地域安全推進係

広　聴　課

企　画　係

広　聴　係

市政情報室

市政情報係

消費生活課

消費生活係

相　談　係

男女平等参画推進室

スポーツ推進部

スポーツ振興室

スポーツ振興係

スポーツ施設室

スポーツ施設係

主幹（瑞穂公園陸上競技場の改築）

スポーツ戦略室

スポーツ戦略係

主幹（アジアパラ競技大会に係るスポーツ施策の調整）

・区政運営の総括
・区役所改革

・地域振興の企画・調査研究

・地域コミュニティ活性化推進の企画
・調整

・戸籍及び住民基本台帳事務の調整
・町名町界及び住居表示制度

・人権施策の総合的な企画・調査

・同和問題解決に係る施策の総合調整

・推進
・人権啓発に係る事業の企画・実施

・安心・安全で快適なまちづくりの推
進に係る企画・調査

・局内の庶務

・広聴の企画及び調査研究

・市政情報の提供
・情報公開及び個人情報保護制度

・消費生活施策の総合的な企画・調整

・男女平等参画推進の企画・総合調整

・市民活動に係る協働の推進
・市民活動促進に係る企画・調査研究

・スポーツの普及・振興
・障害者スポーツの振興
・地域スポーツの活性化

・スポーツ施設の管理・運営
・中学校施設のスポーツ開放

・スポーツ施策の総合的な企画・調整
・トップアスリート等の支援
・大規模スポーツ大会等の誘致・開催

47



（参考）経済局の組織 (注)　主査及び兼務組織は省略

経　済　局

総　務　課

庶　務　係

経　理　係

産業労働部

産業企画課

産業企画係

計量検査係

労働企画室

労働企画係

中小企業振興課

経営支援係

金　融　係

主幹（金融等）

商業・流通部

地域商業課

企　画　係

推　進　係

主幹（大店立地）

市場流通室

市場流通係

主幹（市場のあり方検討）

中央卸売市場本場

管　理　課

業　務　課

中央卸売市場北部市場

管　理　課

業　務　課

中央卸売市場南部市場

管　理　課

イノベーション推進部

次世代産業振興課

次世代産業振興係

産業技術支援係

スタートアップ支援室

スタートアップ支援係

産業立地交流室

産業立地交流係

主幹（企業誘致に係る特命事項の処理）

工業研究所

・経済施策の総合的な企画及び調整

・中小企業振興会館など産業振興施設

管理運営
・適正な計量の推進

・産業人材の育成及び確保

・就労支援及び労働福祉の推進
・外国人材雇用支援

・商店街の振興

・小売市場の振興
・大規模小売店舗の立地

・中小企業の経営相談、研修の実施
・中小企業の経営改善
・中小企業の金融支援

・中央卸売市場の運営
本場（青果・水産）

北部市場（青果・水産）
南部市場（食肉）

・局内の庶務

・中央卸売市場の総合調整

・中央卸売市場の統計
・中央卸売市場における指導監督

・工業技術の指導、相談、研究及び調査

・工業材料、工業機器等の試験、分析及
び測定

・工業技術の情報を活用した支援の推進

・成長が期待される分野の産業振興

・IoT、AI、ロボット等の先進技術導入

支援

・産学連携による研究開発の推進

・スタートアップ及びイノベーションの

創出支援

・起業家育成の推進

・先進技術の社会実証支援

・産業立地の促進

・企業誘致の推進

・国内外での産業交流の促進
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