
1 

令和 3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を統合・廃止し、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整備を実施します。 

  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 

○ 東部・西部医療センターの市立大学病院化に伴う執行体制強化
【 別冊資料 P3～4、P13 ※1 】 

東部・西部医療センターの市立大学病院化を契機として、市立大学とのさら

なる連携強化を図るため、総務局に市立大学監及び市立大学部（市立大学監

が事務取扱）を設置するとともに、大学政策室を企画部から市立大学部へ移管

して市立大学室とします。 

また、緑市民病院の管理運営、その他医療関係施設の今後の方向性の検討

及び市立大学病院との各種調整を円滑に進めていくため、健康福祉局に

医療政策監（総務局市立大学監が兼務）、参事（医療連携推進）及び医療連携

推進室（参事（医療連携推進）が事務取扱）を設置します。 
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○ 新型コロナウイルス感染症対策に係る執行体制強化 
【 別冊資料 P1～2、P7、P14～16、P18～20、P29 ※2 】 

新型コロナウイルス感染症対策については、令和 2 年度中も随時、必要な

組織体制を整備し、全市一丸となって対応してきたところです。 

令和 3 年度につきましては、健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策室

において、応援職員で対応している組織を廃止し、専任組織として、企画係

及び推進係をはじめ、主幹（新型コロナウイルス感染症対策）や主査（新型

コロナウイルス感染症対策に係る企画調整）を設置するなど、より安定した

組織体制を整備します。 

これにより、令和 2 年 12 月に設置した新型コロナウイルス感染症対策監の

もと、ワクチン接種の円滑な実施や保健センターへの支援強化などに対応する

とともに、感染拡大状況等に応じて応援職員を機動的に動員・配置することに

より、引き続き、全力で取り組みを推進していきます。 

また、防災危機管理局、経済局及び教育委員会事務局においても、同対策

の推進等に必要な組織体制を強化します。 

○ デジタルトランスフォーメーションの推進に係る執行体制強化 【 別冊資料 P2 ※3 】

デジタルトランスフォーメーションを推進し、さらなる市民サービスの向上

を図るとともに、職員の働き方改革を進めるため、総務局に主幹（デジタル

トランスフォーメーションの推進）及び主査（デジタルトランスフォーメー

ションの推進）を設置します。 

○ 公民連携の推進に係る執行体制強化 【 別冊資料 P3 ※4 】 

多様な民間主体と行政が相互の対話を通じて連携し、それぞれの能力や

資源などを結集して共に社会課題の解決を目指すことで、行政サービスの

向上や新たな価値の創出につなげる「公民連携」を推進するため、総務局に

主幹（公民連携推進に係る企画調整）及び主査（公民連携推進に係る企画

調整）を設置します。

○ 流域治水に伴う河川事業の執行体制強化 【 別冊資料 P26 ※5 】 

気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる

関係者（国、都道府県、市町村、企業、住民等）が協働して流域全体で行う

治水対策である「流域治水」に伴う河川事業を推進するため、緑政土木局に

主幹（流域治水に伴う河川事業の推進）を設置します。
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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。 
【 別冊資料 P22 ※6 】 

・子ども青少年局鳩岡保育園（係長級）を廃止  

・子ども青少年局大永寺保育園（係長級）を廃止  

・子ども青少年局松が根保育園（係長級）を廃止  

・子ども青少年局藤が丘保育園（係長級）を廃止  

２ 上下水道局の組織改正 

・業務の効率化を図るとともに、スケールメリットを最大限に活かし、お客さま

サービスの充実及び災害発生時の対応強化に取り組む体制とするため、中営業所

及び守山営業所を千種営業所へ集約して東部営業センターを開設します。 

【 別冊資料 P33～34 ※7 】 

３ 病院局の組織改正 

・救急医療などの不採算医療も提供する公立・公的病院としての役割を将来に

わたり果たしていくため、より自律的・効率的な病院運営を目指して、東部・

西部医療センターを市立大学病院化することに伴い、病院局を廃止します。 

【 別冊資料 P36～44 ※8 】 

【参考】令和3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 ＋2 △1 ＋6 +46 +53 

上下水道局 ― ― ― △1 △1 

交通局 ― ― ― ― ― 

病院局 △6 △3 △12 △24 △45 

計 △4 △4 △6 +21 +7 

※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

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

主幹（防災に係る特命事項の 廃止

　　　処理）

主幹（地域強靱化に係る

　　　人材育成等）

主査（防災に係る特命事項の 廃止

　　　処理）

主査（地域強靱化に係る

　　　人材育成等）

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

・財政局総務課長が兼務 ・財政局総務課長が兼務

・スポーツ市民局総務課長が兼務 ・スポーツ市民局総務課長が兼務

・経済局総務課長が兼務 ・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(道路等の危機管理・ ・緑政土木局主幹(道路等の危機管理・

水防)が兼務 水防)が兼務

・区役所総務課長が兼務 ・区役所総務課長が兼務

・市会事務局総務課長が併任 ・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

・消防局総務課長が併任 ・消防局総務課長が併任

・上下水道局防災危機管理室長が併任 ・上下水道局防災危機管理室長が併任

・交通局総務課長が併任 ・交通局総務課長が併任

・病院局総務課長が併任

廃止

危機対策室（課長級） 危機対策室（課長級）

(消防局総務部主幹(災害対応に係る (消防局総務部主幹(災害対応に係る

 連絡調整)を併任)  連絡調整)を併任)

危機対策係 危機対策係
(消防局総務課主査(災害対応に (消防局総務課主査(災害対応に

 係る連絡調整)を併任)  係る連絡調整)を併任)

主幹（危機対策に係る総合 主幹（危機対策に係る総合

　　　調整） 　　　調整）

主幹（新型コロナウイルス 主幹（新型コロナウイルス  ※2

　　　感染症対策に係る総 　　　感染症対策等に係る

　　　合調整）(R2.6設置) 　　　総合調整・広報）

新　旧　対　照　表

備　　考改     正     後改　　正　　前
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備　　考改     正     後改　　正　　前

主査（新型コロナウイルス 主査（新型コロナウイルス  ※2

　　　感染症対策に係る総 　　　感染症対策等に係る

　　　合調整） 　　　総合調整・広報）
(健康福祉局監査課主査（法人

 監査)が兼務）(R2.6設置)

総　務　局 総　務　局
(市政資料館長を事務取扱)

法　制　課

市政資料館
(非常勤職員)

行政改革推進部 行　政　部

行政改革推進室（課長級） 行政改革推進室（課長級）

法　制　課

情報化推進課 情報化推進課

情報化企画係 情報化企画係

主幹（デジタルトランス

      フォーメーション

      の推進）

主査（デジタルトランス

      フォーメーション ※3

      の推進）

主査（ＩＣＴの活用推進） 主査（デジタルトランス

      フォーメーション

      の推進）

市政資料館
(総務局長が事務取扱)

職　員　部 職　員　部

人　事　課 人　事　課
(行政改革推進部主幹(行政改革)を兼 (行政部主幹(行政改革)を兼務)

 務)  

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

 務)

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)を兼 (行政部主幹(行政改革)を兼務)

 務)

大都市・広域行政推進室 大都市・広域行政推進室
（課長級） （課長級）

主幹（指定都市間の連絡調整） 廃止

(専任化)
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備　　考改     正     後改　　正　　前

大学政策室（課長級）

主査（大学調整）

主査（大学連携）

大学病院化推進監 廃止
(病院局次長が併任)(R2.9設置)

参事（大学病院化の推進に係る 廃止

　　　調整）

主幹（大学病院化の推進に 廃止

　　　係る調整）
(病院局経営企画部主幹(病院改革等)

 が併任)(R2.9設置)

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）

主査（調整） ③ 主査（調整） ②

主幹（公民連携推進に係る

　　　企画調整）

主査（公民連携推進に係る

　　　企画調整）

（企画部から移管） 主査（大学連携等）

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（アジア競技大会に ③ 主査（アジア競技大会に ③

　　　係る連絡調整） 　　　係る連絡調整）

主査（アジア競技大会に ②

　　　係る連絡調整）

主査（アジア競技大会に 

　　　係る連絡調整）
(東京事務所主査(調査)を兼務)

空港対策室（課長級） 空港対策室（課長級）

市立大学監
・市立大学部長を事務取扱

・健康福祉局医療政策監を兼務

市立大学部
(市立大学監が事務取扱)

市立大学室（課長級）

(健康福祉局健康部主幹(医療関係施

 設に係る特命事項の処理)を兼務)

主査（市立大学）

主査（市立大学）
(健康福祉局医療連携推進室主査

 (医療関係施設に係る特命事項の

 処理)を兼務)

(病院局経営企画部長が併任)(R2.9設置)

※4

※1

市立大学部を所管

（市立大学部へ移管）

（総合調整部へ移管）

（企画部から移管）
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備　　考改     正     後改　　正　　前

参事（市立大学病院）  ※1
(健康福祉局参事(医療連携推進)

 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） ③
・アジア競技大会推進室主査(アジ ・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 ア競技大会の推進に係る特命事項

の処理)が兼務) 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命 づくりに係る調査研究)が兼務

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

主査（調査）
(アジア競技大会推進室主査(アジ

 ア競技大会に係る連絡調整)が

 兼務)

財　政　局 財　政　局

財　政　部 財　政　部

財　政　課 財　政　課

予算第一係 予算第一係

予算第二係 予算第二係

主査（予算に係る企画調 主査（予算に係る企画調

　　　整等） 　　　整等）

主査（予算に係る企画調

　　　整等）

主幹（財政健全化等） 主幹（財政健全化等）
(総務局行政改革推進部主幹(行政改 (行政部主幹(行政改革)を兼務)

 革)を兼務)

資　金　課 資　金　課

資　金　係 資　金　係

主査（歳入確保に係る特命

　　　事項の処理）

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）  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

・スポーツ市民局総務課長が兼務 ・スポーツ市民局総務課長が兼務

・スポーツ市民局地域振興部主幹 ・スポーツ市民局地域振興部主幹

(区役所の庁舎営繕等)が兼務 (区役所の庁舎営繕等)が兼務

・経済局総務課長が兼務 ・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
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備　　考改     正     後改　　正　　前

・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 ・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
・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 ・教育委員会事務局総務部学校整備課長

が併任 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
・上下水道局企画経理部経営企画課長が ・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 ・交通局企画財務部経営企画課長が併任
・病院局経営企画部経営企画課長が併任

廃止

契　約　部 契　約　部
(契約部契約監理課長を事務取扱)

契約監理課 契約監理課
(契約部長が事務取扱)

調　達　係

改善指導係 改善指導係

主査（契約事務の総合調整）
(契約課主査(総合評価等)が兼務)

主幹（契約事務の総合調整） 廃止

工事契約課 契　約　課

土木契約係 土木契約係

建築契約係 建築契約係

主査（総合評価等） 主査（総合評価等）
(契約監理課主査(契約事務の総合

 調整)を兼務)

物品契約係

スポーツ市民局 スポーツ市民局

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

主幹（区役所の庁舎営繕等）
(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)

(専任化)
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備　　考改     正     後改　　正　　前

主幹（特別定額給付金） 廃止
(R2.4.30設置)

主査（特別定額給付金） ③ 廃止
(R2.4.30設置)

住　民　課 住　民　課

戸籍住民係 戸籍住民係

主査（戸籍電算システム 主査（戸籍電算システム

　　　改修等） 　　　改修等）

主査（住民記録システム

　　　再構築）

スポーツ推進部 スポーツ推進部

スポーツ施設室（課長級） スポーツ施設室（課長級）

スポーツ施設係 スポーツ施設係

主幹（瑞穂公園陸上競技場 主幹（瑞穂公園陸上競技場

　　　の改築） 　　　の改築）
(総務局総合調整部主幹(瑞穂公園 (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)  陸上競技場の改築に係る連絡調整)

 を兼務)  を兼務)

主査（瑞穂公園陸上競技場 主査（瑞穂公園陸上競技場

　　　の改築） 　　　の改築）

主査（瑞穂公園陸上競技場

　　　の改築）

主幹（アジア競技大会に係る

　　　施設整備等）

主査（アジア競技大会に

　　　係る施設整備等）

スポーツ戦略室（課長級） スポーツ戦略室（課長級）

スポーツ戦略係 スポーツ戦略係

主査（スポーツコミッション

　　　に係る企画調整等）

主査（スポーツプロモーショ

　　　ンの推進）

主査（アジア競技大会等に 主査（アジア競技大会等に

　　　係る特命事項の処理） 　　　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）

経　済　局 経　済　局

産業労働部 産業労働部

産業企画課 産業企画課

産業企画係 産業企画係

主査（産業統計活用推進）
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備　　考改     正     後改　　正　　前

主幹（新型コロナウイルス感

　　　染症対策に係る事業者

　　　支援等）
(商業・流通部主幹(プレミアム付商品

 券)を兼務)

主査（新型コロナウイルス

　　　感染症対策に係る事

　　　業者支援等）

主査（新型コロナウイルス

　　　感染症対策に係る事

　　　業者支援等）
(地域商業課主査(プレミアム付商品

 券)を兼務)

(地域商業課主査(プレミアム付商品

 券)を兼務)

中小企業振興課 中小企業振興課

金　融　係 金　融　係

商業・流通部 商業・流通部

地域商業課 地域商業課

企　画　係 企　画　係

主幹（新型コロナウイルス感

　　　染症対策に係る事業者

　　　支援）(R2.5設置)

主査（新型コロナウイルス ②

　　　感染症対策に係る事

　　　業者支援）(R2.5設置)

(産業労働部主幹(新型コロナウイル

 ス感染症対策に係る事業者支援等)

 が兼務)

②
(産業企画課主査(新型コロナウイ

 ルス感染症対策に係る事業者支

 援等)が兼務)

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

施　設　係 施　設　係

主査（南部市場の施設長寿命

   　 化に係る計画の策定）

主査（プレミアム付商品券）

　　　感染症対策に係る金

　　　融支援）

主幹（プレミアム付商品券）

　　　業者支援等）

主査（新型コロナウイルス

主査（新型コロナウイルス

　　　感染症対策に係る事

※2
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備　　考改     正     後改　　正　　前

観光文化交流局 観光文化交流局

観光交流部 観光交流部

観光推進課 観光推進課

観光企画係 観光企画係

 (久屋大通)を兼務)

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 (住宅都市局都市整備部主幹(金城ふ

 頭開発)を兼務)  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）
・住宅都市局企画保全課主査(国際

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

主幹（国際展示場利用促進） 主幹（国際展示場利用促進）
(住宅都市局都市整備部主幹(金城

 ふ頭来訪促進)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）

文化施設係 文化施設係

主幹（文化施設に係る企画調 主幹（文化施設に係る企画調

　　　整等） 　　　整等）
(住宅都市局都市整備部主幹(金山

 まちづくりに係る連絡調整)を兼

 務)

主査（文化施設に係る企画 主査（文化施設に係る企画

　　　調整等） 　　　調整等）
(住宅都市局まちづくり企画課主査

 (金山まちづくりに係る連絡調整)

 を兼務)

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 (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)  城整備に係る総合調整)を兼務)

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）

主幹（建造物等の調査・研究 廃止

　　　及び普及）

(住宅都市局都心まちづくり課主査
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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

主幹（国連生物多様性の10年 廃止

　　　最終年に係る企画調整

　　　等）

主幹（生物多様性に係る

　　　連携推進）

主査（国連生物多様性の10 廃止

　　　年最終年に係る企画

　　　調整等）

主査（生物多様性に係る

　　　連携推進）

ごみ減量部 ごみ減量部

減量推進室（課長級） 減量推進室（課長級）

主査（減量推進） 主査（減量推進）

主査（プラスチック資源循環

　　　の推進）

施　設　部 施　設　部

参事（技術） 参事（技術）
(参事(北名古屋工場に係る総合調整)

 を兼務)

工　場　課 工　場　課

計　画　係 計　画　係

主査（富田工場設備更新） 廃止

主査（南陽工場等整備に係る 主査（南陽工場等整備に係る

　　　連絡調整） 　　　連絡調整）
(住宅都市局営繕課主査(南陽工場 (住宅都市局営繕課主査(南陽工場

 等整備)が兼務)  等整備)が兼務)

主査（南陽工場等整備に係る

　　　連絡調整）
(住宅都市局設備課主査(南陽工場

 等整備)が兼務)

工場管理係 工場管理係

主査（鳴海工場運営調整）

参事（新工場建設に係る総合 廃止

　　　調整）

主幹（新工場建設推進） 廃止

主査（新工場建設推進） 廃止

主幹（南陽工場設備更新） 主幹（南陽工場設備更新）

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

参事（北名古屋工場に係る総合

　　　調整）
(参事(技術)が兼務)

主幹（鳴海・北名古屋工場

      運営調整）

主査（鳴海・北名古屋工場

      運営調整）

主査（鳴海・北名古屋工場

      運営調整）

健康福祉局 健康福祉局

監　査　課 監　査　課
・防災危機管理局主幹(危機管理に係 ・防災危機管理局主幹(危機管理に係

る連絡調整)を兼務 る連絡調整)を兼務

・子ども青少年局主幹(監査指導)を兼 ・子ども青少年局主幹(監査指導)を兼

務 務

監　査　係 監　査　係
(子ども青少年局総務課主査(監査 (子ども青少年局総務課主査(監査

 指導)を兼務)  指導)を兼務)

主査（法人監査） 主査（法人監査）
・防災危機管理局危機対策室主査(新 (子ども青少年局総務課主査(監査

型コロナウイルス感染症対策に係  指導)を兼務)

る総合調整)を兼務

・子ども青少年局総務課主査(監査指

導)を兼務

主査（施設監査） 主査（施設監査）

・介護保険課主査(事業者指導)を兼

務

・障害者支援課主査(事業者指導)を

兼務

主査（施設監査） 主査（施設監査）
(子ども青少年局総務課主査(監査 (子ども青少年局総務課主査(監査

 指導)を兼務)  指導)を兼務)

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(住居の不良堆積 (環境局事業部主幹(住居の不良堆積

 物対策の推進)を兼務)  物対策の推進)を兼務)

地域支援係 地域支援係

主査（認知症施策に係る企 廃止

　　　画調整）

主幹（包括的支援の推進に係

　　　る企画調整）
(生活福祉部主幹(困窮者支援に係る

 連絡調整)を兼務)

（生活福祉部から移管）

　　　る企画調整）
(保護課主査(困窮者支援に係る連絡

 調整)を兼務)

主査（施設監査）

主査（包括的支援の推進に係
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

介護保険課 介護保険課

指　導　係 指　導　係

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）

(監査課主査(施設監査)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) ・健康部主幹(医療関係施設に係る

特命事項の処理)を兼務

・子ども青少年局主幹(調整)を兼務

福　祉　係 福　祉　係
(医療連携推進室主査(医療関係施

障害者支援課 障害者支援課

指定指導係 指定指導係

主査（事業者指導） ② 主査（事業者指導） ②

(監査課主査(施設監査)が兼務)

生活福祉部 生活福祉部

保　護　課 保　護　課
(子ども青少年局子ども未来企画部

 主幹(子ども等の支援の推進)を兼

 務)

事　務　係 事　務　係

保　護　係 保　護　係

主査（適正実施） 主査（適正実施）
(子ども青少年局子ども未来企画室

 主査(子ども等の支援の推進)を兼

 務)

主査（困窮者支援・支援給 （高齢福祉部へ移管）

　　　付）
(子ども青少年局子ども未来企画室

 主査(子ども等の支援の推進)を兼

 務)

主幹（厚生院のあり方検討） 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 ・高齢福祉部主幹(厚生院のあり方検
 討に係る調整)を兼務) 討に係る調整)を兼務

・健康部主幹(医療関係施設に係る

特命事項の処理)を兼務

主査（厚生院のあり方検討） 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 ・介護保険課主査(厚生院のあり方

 検討に係る調整)を兼務) 検討に係る調整)を兼務

・医療連携推進室主査(医療関係施

設に係る特命事項の処理)を兼務

主幹（生活困窮者自立支援） 主幹（援護事業・保護施設）
(子ども青少年局子ども未来企画部主

 幹(子ども等の支援の推進)を兼務)

主査（事業者指導）

 設に係る特命事項の処理)を兼務)

主査（事業者指導）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

主幹（困窮者支援に係る連絡

　　　調整）
(高齢福祉部主幹(包括的支援の推進

 に係る企画調整)が兼務)

主査（困窮者支援に係る連絡

　　　調整）
(地域ケア推進課主査(包括的支援の

 推進に係る企画調整)が兼務)

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 主査（国民健康保険・国民

　　　ムに係る企画調整） 　　　年金システムに係る

　　　企画調整）

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)

後期高齢者医療係 後期高齢者医療係

健　康　部 健　康　部
(参事(新型コロナウイルスワクチンに係

 る総合調整)を兼務)

保健医療課 保健医療課

地域医療係 地域医療係

主幹（陽子線がん治療施設事 主幹（陽子線がん治療施設事

　　　業） 　　　業・中央看護専門学校

(病院局西部医療センター病院運営企 　　　に係る総合調整）
 画室長を併任) (健康部主幹(医療関係施設に係る

 特命事項の処理)を兼務)

主査（陽子線がん治療施設 主査（陽子線がん治療施設

　　　事業） 　　　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)

・医療連携推進室主査(医療関係施

設に係る特命事項の処理)を兼務

・中央看護専門学校管理課主査(中

央看護専門学校に係る企画調整)

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（受動喫煙対策推進） 廃止

地域看護係 廃止

主査（中央看護専門学校

主査（後期高齢者医療・

　　　福祉医療費システ

　　　ムに係る企画調整）

　　　に係る総合調整）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

主幹（がん対策・食育推進等） 主幹（がん対策・食育推進等）

(新型コロナウイルス感染症対策部

 主幹(新型コロナウイルス感染症対

 策に係る保健センターの支援)を兼

 務)

医療政策監
(総務局市立大学監が兼務)  進)の所管を所管

・総務局参事(市立大学病院)を兼務

・健康部医療連携推進室長を事務取扱

（課長級）

(参事(医療連携推進)が事務取扱)

主幹（医療関係施設に係る ③

　　　特命事項の処理）
・総務局市立大学室長が兼務

・障害福祉部障害企画課長が兼務

・健康部主幹(緑市民病院に係る調整)

が兼務

主幹（医療関係施設に係る ②

　　　特命事項の処理）
・生活福祉部主幹(厚生院のあり方検

討)が兼務

・健康部主幹(陽子線がん治療施設事

業・中央看護専門学校に係る総合調

整)が兼務

主査（医療関係施設に係る ③

　　　特命事項の処理）
・総務局市立大学室主査(市立大学)が

兼務

・障害企画課福祉係長が兼務

・医療連携推進室主査(緑市民病院に係

る調整)が兼務

主査（医療関係施設に係る ②

　　　特命事項の処理）
・保護課主査(厚生院のあり方検討)が

兼務

・保健医療課主査(中央看護専門学校

に係る総合調整)が兼務

主幹（緑市民病院に係る

　　　調整）
(健康部主幹(医療関係施設に係る

 特命事項の処理)を兼務)

主査（緑市民病院に係る

　　　調整）
(医療連携推進室主査(医療関係施

※1

 参事(医療連携推

 設に係る特命事項の処理)を兼務)

主幹（公衆衛生看護）

主査（公衆衛生看護）

参事（医療連携推進）

医療連携推進室

主査（医療連携推進）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

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

 物対策の推進)を兼務)  物対策の推進)を兼務)

衛生指導係 衛生指導係

食品衛生課 食品衛生課
(スポーツ市民局市民生活部主幹(安 (スポーツ市民局市民生活部主幹(安

 心・安全で快適なまちづくりの推  心・安全で快適なまちづくりの推

 進)を兼務)  進)を兼務)

食品衛生係 食品衛生係

主査（ＨＡＣＣＰ導入の推 廃止

　　　進）

主査（営業許可・届出等に

　　　係る企画調整）

獣 医 務 係 獣 医 務 係

主査（動物愛護管理に係る 廃止

　　　計画の策定等）

中央看護専門学校（部長級） 中央看護専門学校（部長級）

(中央看護専門学校研修センター所長を (中央看護専門学校研修センター所長を

 事務取扱)  事務取扱)

管　理　課 管　理　課

事　務　係 事　務　係

主査（学生） 主査（学生）

主査（中央看護専門学校に

　　　係る企画調整）
(保健医療課主査(中央看護専門学校

 に係る総合調整)が兼務)

新型コロナウイルス感染症対策監 新型コロナウイルス感染症対策監
(R2.12設置)

新型コロナウイルス感染症対策部 新型コロナウイルス感染症対策部
(R2.12設置)

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
(新型コロナウイルス感染症対策室

 主査(新型コロナウイルス感染症

 対策)を兼務)

主査（特定感染症等対策） 主査（特定感染症等対策）
(新型コロナウイルス感染症対策室

 主査(新型コロナウイルス感染症

 対策)を兼務)

主査（感染症予防等） 主査（感染症予防等）
・新型コロナウイルス感染症対策室 ・新型コロナウイルス感染症対策室

主査(新型コロナウイルス感染症対 主査(新型コロナウイルス感染症対

策)を兼務 策の推進)を兼務

・衛生研究所業務課主査(感染症予防 ・衛生研究所業務課主査(感染症予防

の推進)を兼務 の推進)を兼務

※2

主幹（八事斎場再整備）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

新型コロナウイルス感染症 新型コロナウイルス感染症

対策室（課長級） 対策室（課長級）

企　画　係

主査（新型コロナウイルス ②

　　　感染症対策に係る企

　　　画調整）

推　進　係

主査（新型コロナウイルス

　　　感染症対策の推進）

主査（新型コロナウイルス ②

　　　感染症対策の推進）
(消防局救急課主査(新型コロナウ

 イルス感染症対策に係る救急業

 務の調整)を併任)

主査（新型コロナウイルス

　　　感染症対策の推進）
(感染症対策室主査(感染症予防等)

 が兼務)

主幹（新型コロナウイル ② 主幹（新型コロナウイルス感 ②

　　　ス感染症対策） 　　　染症対策）

主幹（新型コロナウイルス感 ②

　　　染症対策） ※2

主幹（新型コロナウイル ③ 廃止

　　　ス感染症対策）
(関係局課長級が兼務・併任)

主査（新型コロナウイ ⑦ 廃止

　　　ルス感染症対策）

主査（新型コロナウイ ②

　　　ルス感染症対策）
(消防局救急課主査(新型コロナウ

 イルス感染症対策に係る救急業務

 の調整)を併任)(R3.2設置)

主査（新型コロナウイ ③ 廃止

　　　ルス感染症対策）
・感染症対策室感染症係長が兼務

・感染症対策室主査(特定感染症等

対策)が兼務

・感染症対策室主査(感染症予防等)

が兼務

主査（新型コロナウイ ⑦ 廃止

　　　ルス感染症対策）
(関係局係長級が兼務・併任)

主幹（新型コロナウイル

　　　ス感染症の軽症者

　　　等宿泊療養施設）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

主査（新型コロナウイ

　　　ルス感染症の軽

　　　症者等宿泊療養

　　　施設）

主査（新型コロナウイ 廃止

　　　ルス感染症の軽

　　　症者等宿泊療養

　　　施設）
(関係局係長級が兼務・併任)

参事（新型コロナウイルス 参事（新型コロナウイルスワク

　　　ワクチンに係る総合 　　　チンに係る総合調整）

　　　調整） (健康部長が兼務)

(健康部長が兼務)(R3.2設置)

主幹（新型コロナウイル 主幹（新型コロナウイルスワ

　　　スワクチンに係る 　　　クチンに係る総合調整）

　　　総合調整）

主査（新型コロナウイ ② 主査（新型コロナウイルス ②

　　　ルスワクチンに 　　　ワクチンに係る総合

　　　係る総合調整） 　　　調整）

参事（新型コロナウイル ② 参事（新型コロナウイルスワク ②

　　　スワクチンに係る 　　　チンに係る調整） ※2

　　　調整） ・中村区区政部長が兼務

・中村区区政部長が兼務 ・中区区政部長が兼務
・中区区政部長が兼務

(R3.2設置)

主幹（新型コロナウイ ④ 主幹（新型コロナウイルスワ ④

　　　ルスワクチンに 　　　クチンに係る調整）

　　　係る調整） 　　　
　　　(R3.2設置)

主査（新型コロナウ ④ 主査（新型コロナウイルス ④

　　　イルスワクチ 　　　ワクチンに係る調整）

　　　ンに係る調整） 　　　
　　　(R3.2設置)

主幹（新型コロナウイルス

　　　感染症対策に係る保

(健康部主幹(公衆衛生看護)が兼務)

主査（新型コロナウイルス ③

　　　感染症対策に係る保

主幹（新型コロナウイルス感

　　　染症の軽症者等宿泊療

　　　養施設）

主査（新型コロナウイルス

　　　感染症の軽症者等宿

　　　泊療養施設）

　　　健センターの支援）

　　　健センターの支援）
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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充 (健康福祉局健康部健康増進課長を充

 てる)  てる)

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

 充てる)  充てる)

主査（受動喫煙対策推進） 廃止
(健康福祉局健康増進課主査(受動

 喫煙対策推進)を充てる)

地域看護係 廃止
(健康福祉局健康増進課地域看護係

 長を充てる)

主幹（公衆衛生看護）
(健康福祉局健康部主幹(公衆衛生看

 護)を充てる)

主査（公衆衛生看護）
(健康福祉局健康増進課主査(公衆

 衛生看護)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充 (健康福祉局健康部食品衛生課長を充

 てる)  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係 (健康福祉局食品衛生課食品衛生係

 長を充てる)  長を充てる)

主査（ＨＡＣＣＰ導入の推 廃止

　　　進）
(健康福祉局食品衛生課主査(ＨＡ

 ＣＣＰ導入の推進)を充てる)

主査（営業許可・届出等に

　　　係る企画調整）
(健康福祉局食品衛生課主査(営業許

 可・届出等に係る企画調整)を充て

 る)

獣 医 務 係 獣 医 務 係
(健康福祉局食品衛生課獣医務係長 (健康福祉局食品衛生課獣医務係長

 を充てる)  を充てる)

主査（動物愛護管理に係る 廃止

　　　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)
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

新型コロナウイルス感染症対策監 新型コロナウイルス感染症対策監
(健康福祉局新型コロナウイルス感染症 (健康福祉局新型コロナウイルス感染症

 対策監を充てる)(R2.12設置)  対策監を充てる)

新型コロナウイルス感染症対策部 新型コロナウイルス感染症対策部
(健康福祉局新型コロナウイルス感染 (健康福祉局新型コロナウイルス感染
 症対策部長を充てる)(R2.12設置)  症対策部長を充てる)

新型コロナウイルス感染症 新型コロナウイルス感染症

対策室（課長級） 対策室（課長級）

(健康福祉局新型コロナウイルス感 (健康福祉局新型コロナウイルス感

 染症対策室長を充てる)  染症対策室長を充てる)

企　画　係
(健康福祉局新型コロナウイルス

 感染症対策室企画係長を充てる)

主査（新型コロナウイルス ②

　　　感染症対策に係る企

　　　画調整）
(健康福祉局新型コロナウイルス感

 染症対策室主査(新型コロナウイル

 ス感染症対策に係る企画調整)を充

 てる)

推　進　係
(健康福祉局新型コロナウイルス感

 染症対策室推進係長を充てる)

主査（新型コロナウイルス ②

　　　感染症対策の推進） ※2
(健康福祉局新型コロナウイルス感

 染症対策室主査(新型コロナウイ

 ルス感染症対策の推進)を充てる)

主査（新型コロナウイルス ②

　　　感染症対策の推進）
(健康福祉局新型コロナウイルス感

 染症対策室主査(新型コロナウイ

 ルス感染症対策の推進)を充てる)

主幹（新型コロナウイルス ⑤ 主幹（新型コロナウイルス ④

　　　感染症対策） 　　　感染症対策）
(健康福祉局新型コロナウイルス感 (健康福祉局新型コロナウイルス感

 染症対策部主幹(新型コロナウイル  染症対策部主幹(新型コロナウイル

 ス感染症対策)を充てる)  ス感染症対策)を充てる)

廃止

主査（新型コロナウイル ⑰ 廃止

　　　ス感染症対策）
(健康福祉局新型コロナウイルス

 感染症対策室主査(新型コロナ

 ウイルス感染症対策)を充てる)

主査（新型コロナウイル ②

　　　ス感染症対策）
(健康福祉局新型コロナウイルス

 感染症対策室主査(新型コロナ

 ウイルス感染症対策)を充てる)

(R3.2設置)
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

主幹（新型コロナウイルス感染

　　　症の軽症者等宿泊療養施

　　　設）
(健康福祉局新型コロナウイルス感

 染症対策部主幹(新型コロナウイル

 ス感染症の軽症者等宿泊療養施設)

 を充てる)

主査（新型コロナウイル ② 廃止

　　　ス感染症の軽症者

　　　等宿泊療養施設）
(健康福祉局新型コロナウイルス

 感染症対策室主査(新型コロナ

 ウイルス感染症の軽症者等宿泊

 療養施設)を充てる)

参事（新型コロナウイルスワク 参事（新型コロナウイルスワ

　　　チンに係る総合調整） 　　　クチンに係る総合調整）
(健康福祉局参事(新型コロナウイルス (健康福祉局参事(新型コロナウイルス

 ワクチンに係る総合調整)を充てる)  ワクチンに係る総合調整)を充てる)

(R3.2設置)

主幹（新型コロナウイルスワ 主幹（新型コロナウイルスワ

　　　クチンに係る総合調整） 　　　クチンに係る総合調整）
(健康福祉局新型コロナウイルス感染 (健康福祉局新型コロナウイルス感染

 症対策部主幹(新型コロナウイルス  症対策部主幹(新型コロナウイルス

 ワクチンに係る総合調整)を充てる)  ワクチンに係る総合調整)を充てる)

主査（新型コロナウイル ② 主査（新型コロナウイル ② ※2

　　　スワクチンに係る 　　　スワクチンに係る

　　　総合調整） 　　　総合調整）
(健康福祉局新型コロナウイルス感 (健康福祉局新型コロナウイルス感

 染症対策室主査(新型コロナウイル  染症対策室主査(新型コロナウイル

 スワクチンに係る総合調整)を充て  スワクチンに係る総合調整)を充て

 る)  る)

参事（新型コロナウイルスワ ② 参事（新型コロナウイルスワ ②

　　　クチンに係る調整） 　　　クチンに係る調整）
(健康福祉局参事(新型コロナウイルスワ (健康福祉局参事(新型コロナウイルスワ

 クチンに係る調整)を充てる)  クチンに係る調整)を充てる)

(R3.2設置)

主幹（新型コロナウイルス ④ 主幹（新型コロナウイルス ④

　　　ワクチンに係る調整） 　　　ワクチンに係る調整）
(健康福祉局新型コロナウイルス感染 (健康福祉局新型コロナウイルス感染

 症対策部主幹(新型コロナウイルスワ  症対策部主幹(新型コロナウイルスワ

 クチンに係る調整)を充てる)  クチンに係る調整)を充てる)

(R3.2設置)

主査（新型コロナウイル ④ 主査（新型コロナウイル ④

　　　スワクチンに係る 　　　スワクチンに係る

　　　調整） 　　　調整）
(健康福祉局新型コロナウイルス感 (健康福祉局新型コロナウイルス感

 染症対策室主査(新型コロナウイル  染症対策室主査(新型コロナウイル

 スワクチンに係る調整)を充てる)  スワクチンに係る調整)を充てる)

(R3.2設置)
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

主幹（新型コロナウイルス

　　　感染症対策に係る保

(健康福祉局新型コロナウイルス感

 染症対策部主幹(新型コロナウイル

 ス感染症対策に係る保健センター

 の支援)を充てる)

主査（新型コロナウイルス ③

　　　感染症対策に係る保

(健康福祉局新型コロナウイルス感

 染症対策室主査(新型コロナウイ

 ルス感染症対策に係る保健センタ

 ーの支援)を充てる)

主幹（新型コロナウイルス感染 ※2

　　　症の軽症者等宿泊療養施

　　　設）
(健康福祉局新型コロナウイルス感

 染症対策部主幹(新型コロナウイル

 ス感染症の軽症者等宿泊療養施設)

 を充てる)

主査（新型コロナウイルス感

　　　染症の軽症者等宿泊療

　　　養施設）
(健康福祉局新型コロナウイルス

 感染症対策室主査(新型コロナ

 ウイルス感染症の軽症者等宿泊

 療養施設)を充てる)

保健センター⑫（部長級） 保健センター⑪（部長級）

(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、昭和区、熱田区  充てる)(昭和区、熱田区、名東区

 及び天白区を除く。)  及び天白区を除く。)

廃止 名東区

保健センター （部長級）

(区役所保健福祉センター所長を

 充てる)(東区に限る。)

保健センター④（課長級） 保健センター③（課長級）

(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、昭和区、熱  課長を充てる)(昭和区、熱田区及

 田区及び天白区に限る。)  び天白区に限る。)

廃止 東区

保健センター （課長級）

(区役所保健福祉センター健康安全

 課長を充てる)(名東区に限る。)

　　　健センターの支援）

　　　健センターの支援）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

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、昭和区、熱田区及び天  る)(昭和区、熱田区及び天白区に

 白区に限る。)  限る。)

廃止 東区

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)(名東区に限る。)

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)

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、昭和区、熱田区  充てる)(昭和区、熱田区、名東

 及び天白区を除く。)  区及び天白区を除く。)

廃止 名東区

主査（医務）
(区役所保健予防課主査(医務)を

 充てる)(東区に限る。)

主幹（医務） 廃止
(区役所保健福祉センター主幹(医務)

 を充てる)(南区に限る。)

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) (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（子ども・子育て支援 廃止

　　　に係る特命事項の処

　　　理）

 務)

(総務局東京事務所主査(調査)を兼
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

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）

(児童福祉センター発達障害者支援セン (児童福祉センター発達障害者支援セン

 ター所長を事務取扱)  ター所長を事務取扱)

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

相談援助第一係 相談援助第一係

相談援助第二係 相談援助第二係

相談援助第三係 相談援助第三係

主幹（児童相談所に係る企画 主幹（児童相談所に係る企画

　　　調整） 　　　調整）

主幹（学校教育との連携）
(教育委員会事務局指導部主幹(生徒

 指導に係る特命事項の処理)が併任)

保　育　部 保　育　部

保育運営課 保育運営課

保育運営係 保育運営係

主査（保育所のリニューア

　　　ル改修等）

保　育　園（99） 保　育　園（95）

上飯田南保育園（課長級） 上飯田南保育園（課長級）

主査（保育所等に係る企画

　　　調整）

大森保育園（課長級） 大森保育園（課長級）

主査（保育所等に係る企画

　　　調整）

島田第一保育園（課長級） 島田第一保育園（課長級）

主査（保育所等に係る企画

　　　調整）

鳩岡保育園（係長級） 廃止

大永寺保育園（係長級） 廃止

松が根保育園（係長級） 廃止

藤が丘保育園（係長級） 廃止

※6

主査（障害児に係る相談援

　　　助等）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

子ども未来企画部 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（子育て世帯への臨時 廃止

　　　特別給付金）(R2.5設置)

主査（ひとり親世帯臨時特 廃止

　　　別給付金）(R2.6設置)

主幹（企画調整） 廃止
(教育委員会事務局子ども応援委員会

 制度担当部首席指導主事が併任)

主幹（子ども等の支援の推進） 主幹（子ども等の支援の推進）
(健康福祉局生活福祉部主幹(生活困 (健康福祉局保護課長が兼務)

 窮者自立支援)が兼務)  

主査（子ども等の支援の推 主査（子ども等の支援の推

　　　進） 　　　進）

主査（子ども等の支援の推 主査（子ども等の支援の推

　　　進） 　　　進）
(健康福祉局保護課主査(困窮者支 (健康福祉局保護課主査(適正実施)

 援・支援給付)が兼務)  が兼務)

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（放課後事業に係る企 ② 主幹（放課後事業に係る企 ②

　　　画調整） 　　　画調整）

主査（放課後事業に係る企 主査（放課後事業に係る企

　　　画調整） 　　　画調整）

主査（放課後事業に係る

　　　待機児童対策）

住宅都市局 住宅都市局

都市計画部 都市計画部

交通施設管理課 交通施設管理課

経営管理係 経営管理係

主査（鉄道管理） 廃止

主査（ガイドウェイバス次

　　　期車両更新等）

営　繕　部 営　繕　部

企画保全課 企画保全課

企　画　係 企　画　係

主査（民間活力による施設 ②

　　　整備の推進）

主査（国際展示場整備に係 ②

　　　る調整）
(観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室

 主査(国際展示場)が兼務)
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

主査（国際展示場整備に

　　　係る調整）
(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)

主査（国際会議場整備に

　　　係る調整）
(観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室

 主査(国際会議場機能強化)が

 兼務)

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）
(観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室

 主査(国際展示場)が兼務)

主査（国際会議場整備に

　　　係る調整）
(観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室

 主査(国際会議場機能強化)が

 兼務)

機械計画係 機械計画係
(営繕部主幹(保全・省エネルギー)

 が事務取扱)

電気計画係 電気計画係
(営繕部主幹(保全・省エネルギー)

 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）
(営繕部企画保全課電気計画係長を事 (営繕部企画保全課機械計画係長を事

 務取扱)  務取扱)

営　繕　課 営　繕　課

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）
(スポーツ市民局地域振興部主幹 (スポーツ市民局地域振興部主幹

 (区役所の庁舎営繕等)が兼務)  (区役所の庁舎営繕等)が兼務)

主幹（区役所整備に係る

　　　連絡調整）
(スポーツ市民局地域振興部主幹

 (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（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)
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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(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)

開発調整係 開発調整係

主幹（金山まちづくりに係

　　　る連絡調整）
(観光文化交流局文化歴史まちづく

 り部主幹(文化施設に係る企画調

 整等)が兼務)

主査（金山まちづくりに

　　　係る連絡調整）
(観光文化交流局文化振興室主査

 (文化施設に係る企画調整等)が

 兼務)

主幹（まちづくりに係る特命 主幹（まちづくりに係る特命

　　　事項の処理） 　　　事項の処理）
(総務局総合調整部主幹(選手村に (総務局総合調整部主幹(選手村に

 係る総合調整)を兼務)  係る総合調整)を兼務)

主査（まちづくりに係る ② 主査（まちづくりに係る ②

　　　特命事項の処理） 　　　特命事項の処理）

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 (観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室

 主査(国際展示場)が兼務)  主査(国際展示場)が兼務)

主査（金城ふ頭開発）
(観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室

 主査(国際展示場機能強化)が兼

 務)

主幹（金城ふ頭来訪促進）
(観光文化交流局観光交流部主幹

 (国際展示場利用促進)が兼務)

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） 廃止
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

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

企　画　係 企　画　係

主査（栄再開発）

主査（栄地区の施設に係る

　　　管理・活用）

事業推進係 事業推進係

主幹（栄） 主幹（栄）

主査（栄再開発）

主査（栄公共空間） ② 主査（栄公共空間）

主査（久屋大通） 廃止
(観光文化交流局観光推進課観光

 企画係長が兼務)

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

リニア関連整備係 リニア関連整備係

主幹（名駅ターミナル事業 主幹（名駅ターミナル事業

　　　調整） 　　　調整）

主査（名駅ターミナル事業 主査（名駅ターミナル事業

　　　調整） 　　　調整）

主査（名駅ターミナル補償）

緑政土木局 緑政土木局

路　政　部 路　政　部

道路維持課 道路維持課

施設管理係 施設管理係

主査（県体育館の移転に伴う

　　　横断施設整備）

河　川　部 河　川　部

河川計画課 河川計画課

企画調査係 企画調査係

主幹（堀川総合整備） 主幹（堀川総合整備）

主幹（流域治水に伴う河川事  ※5

　　　業の推進）
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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

指　導　係 指　導　係

主幹（公園適正利用） 主幹（公園適正利用）
(スポーツ市民局市民生活部主幹(安心 (スポーツ市民局市民生活部主幹(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)

主査（公園適正利用） 廃止

主査（公園適正利用） ② 主査（公園適正利用） ②
・健康福祉局保護課主査(援護事業に ・健康福祉局保護課主査(援護事業に

係る連絡調整)を兼務 係る連絡調整)を兼務

・中土木事務所主査(公園適正利用) ・中土木事務所主査(公園適正利用)

を兼務 を兼務

東山総合公園（部長級） 東山総合公園（部長級）

企　画　官（課長級） 廃止

消　防　局 消　防　局

救　急　部 救　急　部

救　急　課 救　急　課

救　急　係 救　急　係

指　導　係 指　導　係

主査（新型コロナウイル ② 主査（新型コロナウイル ②

　　　ス感染症対策に係 　　　ス感染症対策に係

　　　る救急業務の調整） 　　　る救急業務の調整）
(健康福祉局新型コロナウイルス感 (健康福祉局新型コロナウイルス感

 染症対策室主査(新型コロナウイル  染症対策室主査(新型コロナウイル

 ス感染症対策)が併任)(R3.2設置)  ス感染症対策の推進)が併任)

主査（本部救急隊） ② 主査（本部救急隊）②

主査（本部救急隊）②

中 消 防 署（部長級） 中 消 防 署（部長級）

予　防　課 予　防　課

予　防　係 予防第一係

予防第二係

教育委員会事務局 教育委員会事務局

総　務　部 総　務　部

企画経理課 企画経理課

企画統計係 企画経理第一係

経　理　係 企画経理第二係
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

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) (財政局財政部主幹(資産経営の推進)

 を併任)  を併任)

計　画　係 計　画　係

(指導室主査(市立幼稚園のあり方

 検討に係る調整)を兼務)

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)

営　繕　係 営　繕　係

主査（学校施設の環境整備 主査（学校施設の環境整備

　　　の推進） 　　　の推進）

主査（学校体育館の空調

      整備）

教　務　部 教　務　部

教 職 員 課 教 職 員 課

管　理　係 管理第一係

管理第二係

主査（学校運営システム改 主査（服務等）

　　　革）

安全衛生係 安全衛生係

主査（教職員のメンタル

　　　ヘルス・保健指導）

主幹（学校における働き方改革 主幹（学校における働き方改革

　　　に係る特命事項の処理） 　　　に係る特命事項の処理）

主査（学校における働き方 ②

　　　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 (部活動振興室主査(小学校部活動

 兼務)  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）

主幹（生徒指導に係る調整）
(指導部主幹(生徒指導に係る特命

 事項の処理)が兼務)

主査（市立幼稚園のあり方

　　　検討）

主査（学校における働き方 ②

(生涯学習部主幹(部活動振興)が兼務) (生涯学習部部活動振興室長が兼務)
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

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（高等学校・幼稚園教育） 主幹（高等学校・幼稚園教育）

主査（高等学校・幼稚園教 主査（高等学校・幼稚園教

　　　育に係る特命事項の 　　　育に係る特命事項の

　　　処理） 　　　処理）
(教職員課主査(高等学校・幼稚園 (教職員課主査(高等学校・幼稚園

 に係る連絡調整)を兼務)  に係る連絡調整)を兼務)

(教育環境計画室主査(市立幼稚園

 のあり方検討)が兼務)

主幹（学校教育に係る企画調 主幹（学校教育に係る企画調

　　　整） 　　　整）
(教育センター主幹(個別最適化された

 学びに係るＩＣＴ環境整備の推進)を

 兼務)

主幹（生徒指導に係る特命

　　　事項の処理）
・子ども青少年局中央児童相談所主幹

(学校教育との連携)を併任

・子ども応援委員会制度担当部主幹

(生徒指導に係る調整)を兼務

学校保健課 学校保健課
(スポーツ市民局市民生活部主幹(安 (スポーツ市民局市民生活部主幹(安

 心・安全で快適なまちづくりの推  心・安全で快適なまちづくりの推

 進)を併任)  進)を併任)

保健体育係 保健体育係

主査（学校における新型  ※2

      コロナウイルス感

      染症対策等）

主幹（小学校給食調理業務の 廃止

　　　効率化）

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)

部活動振興室
(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)

部活動振興係 部活動振興係

主幹（部活動振興） 廃止
(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）② 主査（小学校部活動振興）②
(教職員課主査(学校における働き (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  方改革に係る特命事項の処理)を

 兼務)  兼務)

主査（市立幼稚園のあり方

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

博　物　館 博　物　館
(非常勤職員) (非常勤職員)

副　館　長（部長級） 副　館　長（部長級）

(秀吉清正記念館長に充てる) (秀吉清正記念館長に充てる)

総　務　課 総　務　課

庶　務　係 庶　務　係

主査（施設） 主査（施設）

教育センター（部長級） 教育センター（局長級） 部長級→局長級

学校情報化支援部（課長級） 学校情報化支援部（課長級）

　　　の推進）
(指導部主幹(学校教育に係る企画調

 整)が兼務)

区　役　所 区　役　所

区　政　部 区　政　部
(中村区及び中区を除く。) (中村区及び中区を除く。)

区　政　部 区　政　部
(健康福祉局参事(新型コロナウイルス (健康福祉局参事(新型コロナウイルス

 ワクチンに係る調整)を兼務)(中村区  ワクチンに係る調整)を兼務)(中村区

 及び中区に限る。)  及び中区に限る。)

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 (北区、中村区、昭和区、瑞穂区、
 び緑区を除く。)  守山区、緑区及び天白区を除く。)

主査（区の特性に応じた 主査（区の特性に応じた

　　　地域の活力向上） 　　　地域の活力向上）
(保健福祉センター福祉課主査(地 (保健福祉センター福祉課主査(地

 域包括ケア推進に係る地域の活力  域包括ケア推進に係る地域の活力
 向上)を兼務)（北区に限る。）  向上)を兼務)（北区に限る。）

主査（区の特性に応じた 主査（区の特性に応じた

　　　地域の活力向上） 　　　地域の活力向上）
(中村区及び守山区に限る。) (中村区及び守山区に限る。)

主査（区の特性に応じた

　　　地域の活力向上）
(天白区に限る。)

主査（地域の魅力の向上・ 主査（地域の魅力の向上・

　　　発信） 　　　発信）
(瑞穂区及び緑区に限る。) (瑞穂区及び緑区に限る。)

主査（地域の魅力の向上・

　　　発信）
(昭和区に限る。)

　　　に係るＩＣＴ環境整備

主査（博物館の魅力向上）

主幹（個別最適化された学び
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

市　民　課 市　民　課

住民記録係 住民記録係

主査（個人番号カード交付

 　 　に係る調整）

保健福祉センター（部長級） 保健福祉センター（部長級）

(中区及び南区に限る。） (中区及び南区に限る。）

保健福祉センター （部長級）

(千種区に限る。）

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、昭和区、熱田区及び天白区 (昭和区、熱田区及び天白区に限る。)

 に限る。)

廃止 東区

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)

 (名東区に限る。)

保健福祉センター（部長級） 保健福祉センター（部長級）

(保健福祉センター保健予防課主査(医 (保健福祉センター保健予防課主査(医

 務)を事務取扱)(東区、中区、昭和区、  務)を事務取扱)(千種区、中区、昭和

 熱田区、南区及び天白区を除く。)  区、熱田区、南区、名東区及び天白

 区を除く。)

廃止 千種区、名東区

保健福祉センター （部長級）

(保健福祉センター保健予防課主査(医

 務)を事務取扱)(東区に限る。)

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

 を除く。)  を除く。)

廃止 名東区

福　祉　部
(東区に限る。)

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)(昭和区、

 昭和区、熱田区及び天白区に限る。)  熱田区及び天白区に限る。)

廃止 東区

福　祉　部
(保健福祉センター所長が兼務)(名東区

 に限る。)

民生子ども課 民生子ども課

保　護　係 保　護　係
(中村区を除く。) (中村区を除く。)

主査（生活保護） 主査（生活保護）
(西区、昭和区、瑞穂区、熱田区、

(名東区に限る。)

(西区、昭和区、瑞穂区、熱田区、

 緑区、名東区及び天白区に限る。)  緑区、名東区及び天白区に限る。)

主査（生活保護）
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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、昭和区、熱田区及び天白区 (昭和区、熱田区及び天白区に限

 に限る。)  る。)

廃止 東区

主幹（健康安全に係る特命

　　　事項の処理）
(名東区に限る。)

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）
(中区及び南区に限る。) (中区及び南区に限る。)

主査（医務）
(千種区に限る。)

主査（医務） 主査（医務）
(保健福祉センター所長が事務取 (保健福祉センター所長が事務取扱)

 扱)(東区、中区、昭和区、熱田 (千種区、中区、昭和区、熱田区、

 区、南区及び天白区を除く。)  南区、名東区及び天白区を除く。)

廃止 千種区、名東区

主査（医務）
(保健福祉センター所長が事務取扱)

(東区に限る。)

主幹（医務） 廃止
(南区に限る。)
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Ⅱ 上下水道局

上下水道局 上下水道局

防災危機管理室（課長級） 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 (防災危機管理局主幹(危機管理に係

 る連絡調整)を併任)  る連絡調整)を併任)

防災危機管理係 防災危機管理係

主査（災害時相互応援体制 廃止

　　　の調査研究）
(横浜市職員が併任)

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)

技術調整係 技術調整係

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） ② 主査（国際協力）

廃止

営　業　部 営　業　部

給排水設備課 給排水設備課
(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)

量 水 器 係 量 水 器 係

（課長級）

②

　　　の調整）

②

②

②

千種営業所（課長級） 廃止

営　業　係 廃止

主査（徴収関係事務） ② 廃止

工　事　係 廃止

中 営 業 所（課長級） 廃止

営　業　係 廃止

主査（徴収関係事務） 廃止

工　事　係 廃止

主査（工事事務）
※7

改　　正　　前 改     正     後 備　　考

主査（徴収関係事務）

工　事　係

主査（量水器管理体制の整備）

東部営業センター

主幹（営業センター業務

営　業　係

主査（営業事務）
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

守山営業所（課長級） 廃止

営　業　係 廃止

主査（徴収関係事務） 廃止

工　事　係 廃止

技 術 本 部（局長級） 技 術 本 部（局長級）

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)

事　務　係 事　務　係

主査（管路工事事務の総合

　　　調整）

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)

維　持　係 維　持　係

主査（名古屋駅周辺下水管

　　　路維持調整）

主幹（下水管路維持改築の総 主幹（大規模開発に係る下水

　　　合調整） 　　　管路維持管理の総合調

　　　整）

主査（下水管路維持改築の 主査（大規模開発に係る下

　　　総合調整） 　　　水管路維持管理の総

　　　合調整）
(人材育成推進室主査人材育成推 (人材育成推進室主査人材育成推

 進)を兼務)  進)を兼務)

管路工事統括室（課長級） 管路工事統括室（課長級）

管路工事調整係 管路工事調整係

主査（管路工事事務の総合

　　　調整）

設計第一課 設計第一課

設計第一係 設計第一係

北部管路センター 北部管路センター

下水維持係 下水維持係

主査（名古屋駅周辺開発に

　　　係る下水管路維持管

　　　理の調整）

主査（設計業務に係る企画

　　　・調整）

※7
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Ⅲ 交通局

交　通　局 交　通　局

技 術 本 部（局長級） 技 術 本 部（局長級）

車両電気部 車両電気部

電車車両課 電車車両課
(車両電気部主幹(鉄道車両設計管理)

 を兼務)

主幹（鉄道車両設計管理） 主幹（鉄道車両設計管理）
(藤が丘工場長が兼務) (車両電気部電車車両課長が兼務)

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)

改　　正　　前 改     正     後 備　　考
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Ⅳ 病院局

病　院　局

次　長（局長級）

(総務局大学病院化推進監を併任)

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)

庶　務　係

人　事　係

主査（看護師確保）

給　与　係

主幹（労務・医師看護師確保）

経営企画部
(総務局参事(大学病院化の推進に係る

 調整)を併任)

経営企画課
(財政局財政部主幹(資産経営の推

 進)を併任)

企　画　係

経　営　係

主査（経理）

主査（契約・資金等）

参事（経営）②
・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）
(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)

主幹（病院改革等）

主査（病院改革等）②

改　　正　　前 改     正     後 備　　考

※8廃止
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

臨床研究管理部
(東部医療センター病院院長代行が

 兼務)

臨床研究管理室（課長級）

主査（臨床研究管理）

東部医療センター病院（局長級）

院 長 代 行（部長級）

・臨床研究管理部長を兼務

・東部医療センター病院医療安全管理室

長を事務取扱

副　院　長（部長級）

・東部医療センター病院心臓血管センタ

ー長を兼務

・東部医療センター病院脳血管センター

長を兼務

・東部医療センター病院内視鏡下手術セ

ンター長を兼務

・東部医療センター病院物品管理センタ

ー長を兼務

・東部医療センター病院総合外科部長を

事務取扱

・東部医療センター病院第一消化器外科

部長を事務取扱

・東部医療センター病院第一心臓血管外 ※8
科部長を事務取扱

・東部医療センター病院臨床工学室長を

事務取扱

・東部医療センター病院経営戦略室長を

事務取扱

・東部医療センター病院病院整備室長を

事務取扱

心臓血管センター（部長級）

(東部医療センター病院副院長が兼務)

脳血管センター（部長級）

(東部医療センター病院副院長が兼務)

消化器内視鏡センター（部長級）

・東部医療センター病院第一消化器内科

部長を事務取扱

・東部医療センター病院臨床研修センタ

ー長を兼務

・東部医療センター病院臨床研修室長を

事務取扱

・東部医療センター病院情報管理室長を

事務取扱

内視鏡下手術センター（部長級）

(東部医療センター病院副院長が兼務)

外傷センター（部長級）
(東部医療センター病院リウマチ・骨

 粗鬆症センター長が兼務)

廃止
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

集中治療センター（部長級）

(東部医療センター病院第一麻酔・集

 中治療科部長を事務取扱)

救命救急センター（部長級）

(東部医療センター病院救急科部長を

 事務取扱)

感染症センター（部長級）

・東部医療センター病院第三消化器内

科部長を事務取扱

・東部医療センター病院感染症科部長

を事務取扱

リウマチ・骨粗鬆症センター
（部長級）

・東部医療センター病院外傷センター

長を兼務

・東部医療センター病院第一整形外科

部長を事務取扱

地域医療連携センター（部長級）

・東部医療センター病院第一呼吸器内

科部長を事務取扱

・東部医療センター病院地域医療連携

室長を事務取扱

臨床研修センター（部長級）

(東部医療センター病院消化器内視鏡

 センター長が兼務)

物品管理センター（部長級）

(東部医療センター病院副院長が兼務)

診　療　科（課長級）

病理診断科（課長級）

中央検査科（課長級）

中央手術部（課長級）

(東部医療センター病院呼吸器外科

 部長が兼務)

中央放射線部（課長級）

(東部医療センター病院第一放射線

 診療科部長が兼務)

画像技術係

治療・核医学技術係

薬　剤　科（課長級）

栄養管理科（課長級）

(東部医療センター病院内分泌内科

 部長が兼務)

臨床工学室（課長級）

(東部医療センター病院副院長が事

 務取扱)

廃止 ※8
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

看　護　部（課長級）

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）

主査（退院支援）
(東部医療センター病院地域医療

 連携室主査(地域医療連携)が兼

 務)

地域医療連携室（課長級）

(東部医療センター病院地域医療連

 携センター長が兼務)

副　室　長（課長級）

主幹（地域医療連携）

主査（地域医療連携）
(東部医療センター病院看護部主

 査(退院支援)を兼務)

臨床研修室（課長級）

(東部医療センター病院消化器内視

 鏡センター長が兼務)

副　室　長②（課長級） ※8
・東部医療センター病院脳神経内科部

長が兼務

・東部医療センター病院第二脳神経外

科部長が兼務

経営戦略室（課長級）

(東部医療センター病院副院長が事

 務取扱)

副　室　長②（係長級）

・病院局企画部主幹(経営)が事務

取扱

・病院局経営企画課主査(経営戦

略)が兼務

医療安全管理室（課長級）

(東部医療センター病院院長代行が

 事務取扱)

副　室　長②（課長級）

(東部医療センター病院呼吸器外科

 部長が兼務)

主幹（医療安全）

主査（医療安全）

情報管理室（課長級）

(東部医療センター病院消化器内視

 鏡センター長が事務取扱)

主査（病院情報システム等）
(東部医療センター病院医事課情

 報システム係長が兼務)

廃止
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

病院整備室（課長級）

(東部医療センター病院副院長が事

 務取扱)

主幹（東部医療センター病院

　　　整備）

　　　院整備）

管　理　部
(病院局参事(経営)を兼務)

管　理　課

庶　務　係

主査（施設）

経　営　係

主幹（経営）
(病院局経営企画部主幹(経営)が兼

 務)

医　事　課

医　事　係

主査（保険・診療情報管理）

情報システム係 ※8
(東部医療センター病院情報管理

 室主査(病院情報システム等)を

 兼務)

西部医療センター（局長級）

・西部医療センター病院長を兼務

・西部医療センター病院地域医療連携セ

　ンター長を事務取扱

・西部医療センター病院総合外科部長を

　事務取扱

・西部医療センター病院地域医療連携室

　長を事務取扱

・西部医療センター病院経営戦略室長を

　事務取扱

西部医療センター病院（局長級）

(西部医療センター長が兼務)

技　監（局長級）

院 長 代 行（部長級）

・西部医療センター病院臨床研修センタ

ー長を兼務

・西部医療センター病院第一消化器内科

部長を事務取扱

・西部医療センター病院緩和ケア医療部

長を事務取扱

・西部医療センター病院臨床研修室長を

事務取扱

・西部医療センター病院医療安全管理室

長を兼務

主査（東部医療センター病②

廃止
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

副　院　長（部長級）

・西部医療センター病院脊椎センター

長を兼務

・西部医療センター病院放射線診療セ

ンター長を兼務

・西部医療センター病院第一整形外科

部長を事務取扱

・西部医療センター病院リハビリテー

ション科部長を事務取扱

・西部医療センター病院中央放射線部

長を事務取扱

・西部医療センター病院臨床工学室長

を事務取扱

・西部医療センター病院情報管理室長

を事務取扱

周産期医療センター（部長級）

・西部医療センター病院第二産婦人科

部長を事務取扱

・西部医療センター病院医療安全管理

室副室長を事務取扱

小児医療センター（部長級）

・西部医療センター病院第一小児科部

長を事務取扱

・西部医療センター病院小児腫瘍科部

長を事務取扱

集学的がん治療センター（部長級） ※8
(西部医療センター病院化学療法部長

 を事務取扱事務取扱)

消化器腫瘍センター（部長級）

・西部医療センター病院第一消化器外

科部長を事務取扱

・西部医療センター病院中央手術部長

を事務取扱

呼吸器腫瘍センター（部長級）
・西部医療センター病院呼吸器内科部

長を事務取扱

・西部医療センター病院感染対策室長

を事務取扱

脳腫瘍センター（部長級）

(西部医療センター病院第一脳神経外

 科部長を事務取扱)

内視鏡センター（部長級）

・西部医療センター病院第二消化器内

科部長を事務取扱

・西部医療センター病院内視鏡部長を

事務取扱

脊椎センター（部長級）

(西部医療センター病院副院長が兼務)

放射線診療センター（部長級）

(西部医療センター病院副院長が兼務)

廃止
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

陽子線治療センター（部長級）

・西部医療センター病院陽子線治療科

部長を事務取扱

・西部医療センター病院陽子線治療技

術科部長を事務取扱

・西部医療センター病院陽子線治療物

理科部長を事務取扱

地域医療連携センター（部長級）

(西部医療センター長が事務取扱)

臨床研修センター（部長級）

(西部医療センター病院院長代行が兼

 務)

診　療　科（課長級）

病理診断科（課長級）

中央検査科（課長級）

中央手術部（課長級）

(西部医療センター病院消化器腫瘍

 センター長が事務取扱)

中央放射線部（課長級）

(西部医療センター病院副院長が事

 務取扱)

画像技術係 ※8

治療・核医学技術係

集中治療部（課長級）

(西部医療センター病院第二麻酔科

 部長が兼務)

内 視 鏡 部（課長級）

(西部医療センター病院内視鏡セン

 ター長が事務取扱)

化学療法部（課長級）

(西部医療センター病院集学的がん

 治療センター長が事務取扱)

遺伝診療部（課長級）

(西部医療センター病院第二小児科
 部長が兼務)

緩和ケア医療部（課長級）

(西部医療センター病院院長代行が

 事務取扱)

薬　剤　科（課長級）

栄養管理科（課長級）

(西部医療センター病院内分泌・糖

 尿病内科部長が兼務)

臨床工学室（課長級）

(西部医療センター病院副院長が事

 務取扱)

看　護　部（課長級）

廃止
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

地域医療連携室（課長級）

(西部医療センター長が事務取扱)

主幹（地域医療連携）

主査（地域医療連携）

臨床研修室（課長級）

(西部医療センター病院院長代行

 が事務取扱)

副　室　長②（課長級）

・西部医療センター病院第一脳神経

内科部長が兼務

・西部医療センター病院総合内科部

長が兼務

経営戦略室（課長級）

(西部医療センター長が事務取扱)

副　室　長②（係長級）

・病院局経営企画部主幹(経営)

が事務取扱

・病院局経営企画部主幹(経営戦

略)が事務取扱

医療安全管理室（課長級）

(西部医療センター病院院長代行

 が事務取扱)

副　室　長②（課長級） ※8
・西部医療センター病院周産期医

療センター長が事務取扱

・西部医療センター病院第二循環

器内科部長が兼務

主幹（医療安全）

主査（医療安全）

感染対策室（課長級）

(西部医療センター病院呼吸器腫

 瘍センター長が事務取扱)

情報管理室（課長級）

(西部医療センター病院副院長が

 事務取扱)

主査（病院情報システム等）
(西部医療センター病院管理部

 医事課情報システム係長)

陽子線治療科（課長級）

(西部医療センター病院陽子線治

 療センター長が事務取扱)

陽子線治療技術科（課長級）

(西部医療センター病院陽子線治

 療センター長が事務取扱)

陽子線治療物理科（課長級）

(西部医療センター病院陽子線治

 療センター長が事務取扱)

陽子線治療物理係

廃止
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

運営企画室（課長級）

(健康福祉局健康部主幹(陽子線が

 ん治療施設事業)が併任)

主査（運営・企画）
(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)

管　理　部
(病院局参事(経営)を兼務)

管　理　課

庶　務　係

主査（施設） ※8

経　営　係

主幹（経営）
(病院局経営企画部主幹(経営)が兼

 務)

医　事　課

医　事　係

主査（保険・診療情報管理）

情報システム係
(西部医療センター病院情報管理

 室主査(病院情報システム等)を

 兼務)

廃止
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