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令和 4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 

○ 学校づくり推進監（局長級）の設置 

全ての子どもの可能性を引き出す「個別最適な学び」や「協働的な学び」

といった「令和の日本型学校教育」を実現するという国の方針を踏まえた

改革を本市においても強力なリーダーシップの下で推進し、学校における

働き方改革や GIGA スクール構想により整備された ICT 環境の活用など、

学校教育における重要施策についての企画や調整等を行うため、教務部、

新しい学校づくり推進部、指導部、教育センター、400 を超える学校等を

所管する学校づくり推進監を設置します。   【 別冊資料 P31 】 

○ 新しい学校づくりに係る執行体制強化 

学びの改革（スクールイノベーション）、安全安心な居場所づくり、

学校における働き方改革を一体的に推進するとともに、子どもを守る機能

を強化し、全ての子どもが安心して過ごすことができる学校づくりを

推進するため、新しい学校づくり推進部を設置します。また、子ども応援

委員会制度担当部を新しい学校づくり推進部に改編し、参事（子ども応援

委員会）を設置します。       【 別冊資料 P31～32 】 
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○ 医療企画調整官（部長級）の設置 

今般の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、本市の健康危機管理

対応力の強化をはじめ、市民の健康・医療に関する施策をより一層推進して

いくため、医学的見地から医監を補佐し、市民の健康・医療に係る企画及び

調整を担当する医療企画調整官を設置します。    【 別冊資料 P12、17 】

○ 新型コロナウイルス感染症対策に係る執行体制強化

新型コロナウイルス感染症に係る状況の変化に柔軟に対応し、より一層

強力に対策を推進していくため、主幹（新型コロナウイルス感染症対策）

及び主幹（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

増設するとともに、ワクチン接種推進係を設置するほか、兼務や応援職員

により対応している組織を専任組織として設置するなど、組織体制を強化

します。         【 別冊資料 P14～20 】

○ 想定し得る最大規模の災害対策に係る執行体制強化

想定し得る最大規模の災害による被害の概要を明らかにするとともに、

各局区室と連携を深めながら必要な対策に取り組み、災害対応力を強化す

るため、参事（想定最大規模災害対策推進）及び想定最大規模災害対策

推進室を設置します。     【 別冊資料 P1 】

○ 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 

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

の向上と職員の働き方改革を進めるため、デジタル化の司令塔である情報

化推進課をデジタル改革推進課に改めるとともに、主査（次期情報基盤の

整備）及び主査（システム標準化）を設置します。 【 別冊資料 P2 】

（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。 

・子ども青少年局汁谷保育園（係長級）を廃止 

・子ども青少年局新富町保育園（係長級）を廃止 

・子ども青少年局高針北保育園（係長級）を廃止       【 別冊資料 P22 】
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２ 上下水道局の組織改正 

○ 上下水道局におけるデジタルトランスフォーメーションを推進するため、

情報システム課を情報企画推進課に改めるとともに、主幹（デジタル改革

推進）及び主査（デジタル改革推進）を設置します。 【 別冊資料 P37 】

○ 方面別集約が完了した東部営業センターにおいて、業務を円滑に執行する

ため、副センター長（課長級）を設置するとともに、「お客さまサービス

の充実」、「災害発生時の対応強化」を進めるため、2 係制から 3 係制

にするなど、体制を整理します。    【 別冊資料 P38 】

３ 交通局の組織改正

○ コロナ禍により交通事業の根幹となる乗車人員が大幅に減少した危機的な

経営環境において、新型コロナウイルス感染症の終息後を見据え、局内

横断的に経営改善に取り組むため、参事（経営改善）及び主幹（経営改善

に係る総合調整）を設置します。    【 別冊資料 P40 】

【参考】令和 4年 4月 1日付け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 － － ＋18 ＋17 ＋35 

上下水道局 － － ＋1 △1 － 

交通局 － ＋1 ＋3 － ＋4 

計 － ＋1 ＋22 ＋16 ＋39 

※教員組織を除く。



（資料）

[凡例] 新設 兼務・併任 廃止 廃止 名称変更

１　市長部局等

防災危機管理局 防災危機管理局

次　長 次　長
(消防局参事(災害対応に係る連絡調 ・参事(想定最大規模災害対策推進)を

 整)を併任) 兼務

・消防局参事(災害対応に係る連絡調

整)を併任

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

主査（震災対策等）

参事（想定最大規模災害対策推

　　　進）
(次長が兼務)

想定最大規模災害対策推進室
（課長級）

主査（想定最大規模災害対 ②

　　　策推進）

主幹（想定最大規模災害対策 ④

　　　推進）
・住宅都市局都市計画部主幹(防災・

都市施策)が兼務

・緑政土木局主幹(道路等の危機管理

・水防)が兼務

・上下水道局技術本部計画部主幹(雨

水対策の総合調整)が併任

・消防局消防部消防課長が併任

地域防災室（課長級） 地域防災室（課長級）

地域防災係 地域防災係

主査（住民支援） 主査（住民支援）

主査（住民支援） 主査（住民支援）
(消防局総務課主査(災害対応に係 (消防局総務課主査(災害対応に係

 る連絡調整)を併任)  る連絡調整)を併任)

主査（要配慮者対策）

総　務　局 総　務　局
(市政資料館長を事務取扱)

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

新　旧　対　照　表

廃止

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

主幹（治安に係る特命事項 ②

　　　の処理）
(愛知県警察が併任)

行　政　部 行　政　部

行政改革推進室（課長級） 行政改革推進室（課長級）

行政改革推進係 行政改革推進係

主査（行政評価等） 廃止

組織定員係 組織定員係

主査（組織等） 廃止

情報化推進課 デジタル改革推進課

情報化企画係 デジタル改革推進係

情報基盤管理係 情報基盤係

主査（電子情報の保護対策） 主査（電子情報の保護対策）

主査（次期情報基盤の整備）

主幹（デジタルトランスフォー 主幹（デジタルトランスフォー

　　　メーションの推進） 　　　メーションの推進）

　　　ーメーションの推進） 　　　ーメーションの推進）

主査（デジタルトランスフォ

　　　ーメーションの推進）
(上下水道局情報企画推進課主査

 (デジタル改革推進)が併任)

主査（システム標準化）

市政資料館（局長級） 市政資料館
(総務局長が事務取扱) (非常勤職員)

副　館　長（課長級） 副　館　長（課長級）

庶　務　係 庶　務　係

主査（資料） 廃止

職　員　部 職　員　部

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

調　査　係 調　査　係

主査（定年延長に係る任用 主査（定年延長に係る任用

　　　制度等） 　　　制度等）
(給与課主査(定年延長に係る給与 (給与課主査(定年延長に係る給与

 制度等)を兼務)  制度等)を兼務)

主査（職員情報システムの再

　　　構築・人事事務改善）
(給与課主査(職員情報システムの

 再構築・給与事務改善)が兼務)

主査（デジタルトランスフォ ② 主査（デジタルトランスフォ ②

-2-



備　　考改     正     後改　　正　　前

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

給　与　係 給　与　係

主査（職員情報システムの再

　　　構築・給与事務改善）
(人事課主査(職員情報システムの

 再構築・人事事務改善)を兼務)

企　画　部 企　画　部

企　画　課 企　画　課
(行政部主幹(行政改革)を兼務) (行政部主幹(行政改革)を兼務)

企　画　係 企　画　係

調　査　係

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）

調　整　係

主査（調整）② 主査（調整）

廃止

主幹（公民連携推進に係る企 主幹（公民連携推進に係る企

　　　画調整） 　　　画調整）

主査（公民連携推進に係る 主査（公民連携推進に係る

　　　企画調整） 　　　企画調整）

主査（公民連携推進に係る

　　　企画調整）

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（アジア競技大会に ⑥ 主査（アジア競技大会に ⑥

　　　係る連絡調整） 　　　係る連絡調整）

主査（アジア競技大会に ⑤

　　　係る連絡調整）

主査（アジア競技大会の推 廃止

　　　進に係る特命事項の

　　　処理）
(東京事務所主査(調査)を兼務)

市立大学部 市立大学部
(市立大学監が事務取扱) (市立大学監が事務取扱)

市立大学室（課長級） 市立大学室（課長級）

(健康福祉局健康部主幹(医療関係施 (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)  設に係る特命事項の処理)を兼務)
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備　　考改     正     後改　　正　　前

主幹（市立大学病院）
(健康福祉局健康部医療連携推進室長

 が兼務)

東京事務所（部長級） 東京事務所（部長級）

主査（調査）④ 主査（調査）③
・情報化推進課主査(デジタル改革に ・デジタル改革推進課主査(デジタル

係る特命事項の処理)が兼務 改革に係る特命事項の処理)が兼務

・アジア競技大会推進室主査(アジア ・住宅都市局企画経理課主査(まち

競技大会の推進に係る特命事項の づくりに係る調査研究)が兼務

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

財　政　局 財　政　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

・財政部主幹(資産経営の推進)を兼務 ・財政部主幹(資産経営の推進)を兼務

庶　務　係 庶　務　係

主査（企画経理）

財　政　部 財　政　部
(参事(資産経営戦略)を兼務)

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　② 主査（予算に係る企画調　②

　　　整等） 　　　整等）

主査（予算に係る企画調

　　　整等）

参事（資産経営戦略） 参事（資産経営戦略）
(財政部長が兼務)

資産経営戦略室（課長級） 資産経営戦略室（課長級）

税　務　部 税　務　部

税　制　課 税　制　課

税　務　係 税　務　係

主査（子育て世帯生活支援 廃止

　　　特別給付金の支給に

　　　係る調整）
(子ども青少年局子ども未来企画室

 主査(子育て世帯生活支援特別給

 付金)が兼務)(R3.6設置)
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備　　考改     正     後改　　正　　前

主査（子育て世帯への臨時 ② 主査（子育て世帯への臨時特

　　　特別給付に係る調整） 　　　別給付に係る調整）
(子ども青少年局子ども未来企画室 (子ども青少年局子ども未来企画室
 主査(子育て世帯への臨時特別給  主査(子育て世帯への臨時特別給
 付)が兼務)(R3.12設置)  付)が兼務)

廃止

税務システム整備室（課長級） 税務システム推進課

システム企画係

税務システム整備係 システム管理係

主幹（税務システム再構築・ 廃止

　　　事務改善）

主幹（税務事務のデジタル化

　　　の推進・事務改善）

主査（税務システム再構 ② 廃止

　　　築・事務改善）

主査（税務事務のデジタル

　　　化の推進・事務改善）

市税事務所 ③（部長級） 市税事務所 ③（部長級）

市 民 税 課 市 民 税 課

法人市民税係 廃止

法人課税課
(栄の事務所に限る。)

法人市民税係
(栄の事務所に限る。)

事業所税係 事業所税係
(栄の事務所に限る。) (栄の事務所に限る。)

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） 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 (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 ② 主査（区役所の庁舎営繕 ②

　　　等） 　　　等）
(住宅都市局営繕課主査(区役所整備 (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)  に係る連絡調整)を兼務)
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備　　考改     正     後改　　正　　前

主査（中村区役所等複合庁 

　　　舎地下連絡通路の整

　　　備）

市民生活部 市民生活部

地域安全推進課 地域安全推進課

地域安全推進係 地域安全推進係

主査（再犯防止の推進） 廃止

広　聴　課 広　聴　課

企　画　係 廃止

主査（相談）

広　聴　係 広　聴　係

主査（相談）

消費生活課 消費生活課

相　談　係 相　談　係

主査（試験） 廃止

スポーツ推進部 スポーツ推進部

スポーツ振興室（課長級） スポーツ振興室（課長級）

スポーツ振興係 スポーツ振興係

主査（障害者スポーツ） 主査（障害者スポーツ）
(健康福祉局障害企画課主査 (健康福祉局障害企画課主査

 (障害者スポーツに係る調整)  (障害者スポーツに係る調整)

 を兼務)  を兼務)

主査（新たな障害者スポ

　　　ーツセンターの整

      備等）

スポーツ施設室（課長級） 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 (総務局総合調整部主幹(競技会場に

 係る連絡調整)を兼務)  係る連絡調整)を兼務)

スポーツ施設係 スポーツ施設係

主幹（アジア競技大会に係る 主幹（アジア競技大会に係る

　　　施設整備等） 　　　施設整備等）

主査（アジア競技大会に係 主査（アジア競技大会に係

　　　る施設整備等） 　　　る施設整備等）

主査（アジア競技大会に係

　　　る施設整備等）

経　済　局 経　済　局

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
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備　　考改     正     後改　　正　　前

施　設　係 施　設　係

主査（南部市場の施設長寿命 廃止

   　 化に係る計画の策定）

主幹（施設長寿命化の推進）

主査（施設長寿命化の推進）

イノベーション推進部 イノベーション推進部

スタートアップ支援室（課長級） スタートアップ支援室（課長級）

スタートアップ支援係 スタートアップ支援係

主査（スタートアップ支援 主査（スタートアップ支援

　　　に係る企画調整） 　　　に係る企画調整）

主査（スタートアップ支援に

　　　係る特命事項の処理）

観光文化交流局 観光文化交流局

観光交流部 観光交流部

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 廃止

　　　る企画調整）

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(金城ふ頭 (住宅都市局都市整備部主幹(金城ふ頭

 開発)を兼務)  開発)を兼務)

主査（国際展示場）② 主査（国際展示場）②
・住宅都市局企画保全課主査(国際展 ・住宅都市局営繕課主査(国際展示場

示場整備に係る調整)②を兼務 整備に係る調整)②を兼務

・住宅都市局名港開発振興課主査(金 ・住宅都市局名港開発振興課主査(金

城ふ頭開発)②を兼務 城ふ頭開発)②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 ・住宅都市局営繕課主査(国際展示場

示場整備に係る調整)を兼務 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 ・住宅都市局名港開発振興課主査(金

城ふ頭開発)を兼務 城ふ頭開発)を兼務

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)
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備　　考改     正     後改　　正　　前

主幹（Ｇ７誘致等に係る企

　　　画調整）

主査（Ｇ７誘致等に係る企 ③

　　　画調整）

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） 文化芸術推進課

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 (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  まちづくりに係る連絡調整)を兼

 務)  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 (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)  (金山まちづくりに係る連絡調整)

 を兼務)  を兼務)

主査（市民会館の整備）

歴史まちづくり推進室（課長級） 歴史まちづくり推進室（課長級）

事業推進係 事業推進係

主査（歴史的建造物の整備

　　　推進）

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

主幹（木造天守閣昇降技術開 主幹（木造天守閣昇降技術

　　　発等） 　　　開発等）

主査（木造天守閣昇降技術

　　　開発等）

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 廃止

　　　ラブの推進）
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備　　考改     正     後改　　正　　前

主査（ＳＤＧｓまちづくり

　　　の推進）

低炭素都市推進課 脱炭素社会推進課

市民活動推進係 脱炭素社会推進係

地域環境対策部 地域環境対策部

地域環境対策課 地域環境対策課

水質地盤係 水質地盤係

主査（水循環）

環境影響評価係 環境影響評価係

主幹（環境影響評価・化学物 主幹（環境影響評価・化学物

　　　質） 　　　質）

主査（環境影響評価） 廃止

公害保健課 公害保健課

保健企画係 保健企画係

主査（給付）

給　付　係 廃止

事　業　部 事　業　部

熱田環境事業所（課長級） 熱田環境事業所（課長級）

(熱田区役所区政部主幹(区政運営の (熱田区役所区政部主幹(区政運営の

 推進)を兼務)  推進)を兼務)

事　務　係 事　務　係

指導管理係

業　務　係 作　業　係

施　設　部 施　設　部

富 田 工 場（課長級） 富 田 工 場（課長級）

運転第三係 廃止

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

調　査　係 調　査　係
(子ども青少年局企画経理課主査 (子ども青少年局企画経理課主査

 (情報統計)を兼務)  (情報統計)を兼務)

主査（債権管理の推進） 廃止

高齢福祉部 高齢福祉部

介護保険課 介護保険課
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備　　考改     正     後改　　正　　前

推  進  係 推  進  係

指　導　係 指　導　係

主査（給付の適正化に係る 主査（給付適正化の推進）

　　　企画調整）

主幹（厚生院のあり方検討に 主幹（厚生院に係る連絡調整)

　　　係る調整）
(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
・健康部主幹(医療関係施設に係る (子ども青少年局主幹(調整)を兼務)

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

 施設に係る特命事項の処理)を

 兼務)

主幹（精神障害者福祉） 主幹（精神障害者福祉）
(健康部主幹(精神保健・いのち (健康部主幹(精神保健・いのち

 の支援)が兼務)  の支援)が兼務)

主幹（総合リハビリテーショ

　　　ンセンターのあり方検

　　　討）
(健康部主幹(医療関係施設に係る

 特命事項の処理)を兼務)

　　　ンセンターのあり方検

(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)

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 (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  主幹(子ども等の支援の推進)を兼

 務)  務)

事　務　係 事　務　係

保　護　係 保　護　係

主査（自立支援の推進） 廃止

(生活福祉部主幹(厚生院に係る
 総合調整)が兼務)

主査（厚生院に係る連絡調整）
(保護課主査(厚生院に係る総合
 調整)が兼務)

主査（総合リハビリテーショ

　　　討）
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備　　考改     正     後改　　正　　前

主幹（厚生院のあり方検討） 主幹（厚生院に係る総合調整)
・高齢福祉部主幹(厚生院のあり方検 ・高齢福祉部主幹(厚生院に係る連絡

討に係る調整)を兼務 調整)を兼務

・健康部主幹(医療関係施設に係る特 ・健康部主幹(医療関係施設に係る特

命事項の処理)を兼務 命事項の処理)を兼務

主査（厚生院のあり方検討） 主査（厚生院に係る総合調

　　　整）
・介護保険課主査(厚生院のあり方 ・介護保険課主査(厚生院に係る連

検討に係る調整)を兼務 絡調整)を兼務

・医療連携推進室主査(医療関係施 ・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 設に係る特命事項の処理)を兼務

保険年金課 保険年金課

事　務　係 事　務　係

主査（国民健康保険・国民

　　　年金システムに係る

　　　企画調整）

保 険 料 係 保 険 料 係
(保険年金課主査(滞納整理)を兼

 務)

主査（収納指導） 廃止

主査（収納指導）⑤ 廃止
・千種区役所保険年金課主査(収納

指導)を兼務

・中村区役所保険年金課主査(収納

指導)を兼務

・中区役所保険年金課主査(収納指

導)を兼務

・中川区役所保険年金課主査(収納

指導)を兼務

・港区役所保険年金課主査(収納指

導)を兼務

収納対策係

主査（滞納整理） ③

主査（滞納整理）
(保険年金課保険料係長が兼務)

主幹（保険年金システム再構

　　　築等）

主査（保険年金システム再

　　　構築等）

主査（保険年金システム再

　　　構築等）
(医療福祉課主査(後期高齢者医療

 ・福祉医療費システムに係る調

 整)を兼務)

主幹（収納対策）
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備　　考改     正     後改　　正　　前

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

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）

主査（後期高齢者医療・

　　　福祉医療費システ

　　　ムに係る調整）
(保険年金課主査(保険年金シス

 テム再構築等)が兼務)

主幹（高齢者の保健事業と介

　　　護予防の一体的実施に

　　　係る企画調整）

厚　生　院（局長級） 厚　生　院（局長級）

管　理　部 管　理　部
(厚生院次長が兼務) (厚生院次長が兼務)

管　理　課 管　理　課

管　理　係 管　理　係

主幹（厚生院に係る企画

　　　調整）

主査（厚生院に係る企画 ②

　　　調整）

医　　　監 医　　　監

医療企画調整官 （部長級）

健　康　部 健　康　部
(参事(新型コロナウイルスワクチンに

 係る調整)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（中央看護専門学校に係

　　　業・中央看護専門学校 　　　る総合調整）

　　　に係る総合調整）
(健康部主幹(医療関係施設に係る

 特命事項の処理)を兼務)

主幹（中央看護専門学校に係

　　　る総合調整）
(中央看護専門学校主幹(中央看護専

 門学校に係る企画調整)を兼務)

主査（陽子線がん治療施設 廃止

　　　事業）

主幹（医務指導） 主幹（医務指導）

(健康部主幹(医療関係施設に
 係る特命事項の処理)を兼務)
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備　　考改     正     後改　　正　　前

主幹（健康危機管理対応力

　　　強化に係る調整）
(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)が兼務)

主査（健康危機管理対応

　　　力強化に係る調整）
(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)が兼

 務)

・総務局参事(市立大学病院)を兼務 (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

医療連携推進室（課長級） 医療連携推進室（課長級）

(参事(医療連携推進)が事務取扱) (専任化)

(総務局市立大学部主幹(市立大学

 病院)を兼務)

主幹（医療関係施設に係る ⑤ 主幹（医療関係施設に係る ⑤

　　　特命事項の処理） 　　　特命事項の処理）
・総務局市立大学室長が兼務 ・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 ・障害福祉部主幹(総合リハビリテー

・生活福祉部主幹(厚生院のあり方検 ションセンターのあり方検討)が

討)が兼務 兼務

・健康部主幹(陽子線がん治療施設事 ・生活福祉部主幹(厚生院に係る総合

業・中央看護専門学校に係る総合調 調整)が兼務

整)が兼務 ・健康部主幹(中央看護専門学校に係

・健康部主幹(緑市民病院に係る調整) る総合調整)が兼務

が兼務 ・健康部主幹(緑市民病院に係る調整)

が兼務

主査（医療関係施設に係る ⑤ 主査（医療関係施設に係る ⑤

　　　特命事項の処理） 　　　特命事項の処理）
・総務局市立大学室主査(市立大学) ・総務局市立大学室主査(市立大学)

が兼務 が兼務

・障害企画課福祉係長が兼務 ・障害企画課主査(総合リハビリ

・保護課主査(厚生院のあり方検討) テーションセンターのあり方

が兼務 検討)が兼務

・保健医療課主査(中央看護専門学 ・保護課主査(厚生院に係る総合調

校に係る総合調整)が兼務 整)が兼務

・医療連携推進室主査(緑市民病院 ・保健医療課主査(中央看護専門学

に係る調整)が兼務 校に係る総合調整)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

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

参事（医療連携推進） 参事（医療連携推進）

主幹（八事斎場再整備） 主幹（八事斎場再整備）
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備　　考改     正     後改　　正　　前

主査（八事斎場再整備） 主査（八事斎場再整備）

主査（八事斎場再整備）
(八事霊園・斎場管理事務所主査

 (設備管理)が兼務)

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 (中央看護専門学校研修センター所長

 を事務取扱)  を事務取扱)

管　理　課 管　理　課

事　務　係 事　務　係

主幹（中央看護専門学校に係

　　　る企画調整）
(健康部主幹(中央看護専門学校に

 係る総合調整)が兼務)

八事霊園・斎場管理事務所 八事霊園・斎場管理事務所
（課長級） （課長級）

斎　場　係 斎　場　係

主査（設備管理） 主査（設備管理）
(環境薬務課主査(八事斎場再

 整備)を兼務)

衛生研究所（部長級） 衛生研究所（部長級）

疫学情報部（課長級） 疫学情報部（課長級）

主査（疫学調査） 主査（疫学調査）
(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)を兼務)

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

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 企　画　係

主査（新型コロナウイルス ②② 主査（新型コロナウイルス

　　　感染症対策に係る企 　　　感染症対策に係る企

　　　画調整） 　　　画調整）

主査（新型コロナウイルス

　　　感染症対策に係る企

　　　画調整）
(保健医療課主査（健康危機管理

 対応力強化に係る調整)を兼務)

推　進　係 推　進　係

主査（新型コロナウイルス ② 主査（新型コロナウイルス ②

　　　感染症対策の推進） 　　　感染症対策の推進）
(うち①はR3.5設置)
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備　　考改     正     後改　　正　　前

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 ③ 主査（新型コロナウイルス ③

　　　感染症対策の推進） 　　　感染症対策の推進）
(消防局救急課主査(新型コロナウ (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  イルス感染症対策に係る救急業

 務の調整)を併任)  務の調整)を併任)

(うち①はR3.5設置）

主査（新型コロナウイルス 主査（新型コロナウイルス

　　　感染症対策の推進） 　　　感染症対策の推進）
(感染症対策室主査(感染症予防 (感染症対策室主査(感染症予防

 等)が兼務)  等)が兼務)

ワクチン接種推進係

主幹（新型コロナウイルス　④ 主幹（新型コロナウイルス　④

　　　感染症対策） 　　　感染症対策）

主幹（新型コロナウイルス

　　　感染症対策）
(健康部主幹(健康危機管理対応

 力強化に係る調整)を兼務)

主幹（新型コロナウイルス　 主幹（新型コロナウイルス　

　　　感染症対策） 　　　感染症対策）
(消防局救急部主幹(新型コロナウ (消防局救急部主幹(新型コロナウ

 イルス感染症対策に係る救急業  イルス感染症対策に係る救急業

 務の調整)を併任)  務の調整)を併任)

(R3.5設置)

主幹（新型コロナウイルス　② 廃止

　　　感染症対策）(R3.12設置)

・中区保健福祉センター主幹(健康安全)

が兼務

・中区保健福祉センター環境薬務室長が

兼務

参事（新型コロナウイルスワ

　　　クチンに係る総合調整）
(R3.5設置)

参事（新型コロナウイルスワ 廃止

　　　クチンに係る調整）
(健康部長が兼務)

参事（新型コロナウイルスワ ②

　　　クチンに係る調整）
・中村区区政部長が兼務

・中区区政部長が兼務

主幹（新型コロナウイルス ⑥

　　　ワクチンに係る調整）

主幹（新型コロナウイルス ② 廃止

　　　ワクチンに係る調整）
(R3.5設置）

(うち①はR3.5設置、①はR3.5名称変更)
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備　　考改     正     後改　　正　　前

主査（新型コロナウイルス ⑩

　　　ワクチンに係る調整）

(うち⑤はR3.5設置、①はR3.5名称

 変更)

主査（新型コロナウイルス 廃止

　　　ワクチンに係る調整）
(R3.5名称変更)

主幹（新型コロナウイルス

　　　感染症対策に係る保

主幹（新型コロナウイルス 主幹（新型コロナウイルス

　　　感染症対策に係る保 　　　感染症対策に係る保

(健康部主幹(公衆衛生看護)が兼務) (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 主査（新型コロナウイルス ②

　　　感染症対策に係る保 　　　感染症対策に係る保

　　　健センターの支援） 　　　健センターの支援）

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）
(衛生研究所疫学情報部主査(疫

 学調査)が兼務)

主幹（新型コロナウイルス感 主幹（新型コロナウイルス感

　　　染症の軽症者等宿泊療 　　　染症の軽症者等宿泊療

　　　養施設） 　　　養施設）

参事（新型コロナウイルスワ

　　　クチンに係る総合調整）

参事（新型コロナウイルスワ ②

　　　クチンに係る調整）
・中村区区政部長が兼務

・中区区政部長が兼務

主幹（新型コロナウイルス ⑥

　　　ワクチンに係る調整）

主幹（新型コロナウイルス 

　　　ワクチンに係る調整）

主査（新型コロナウイルス ⑩

　　　ワクチンに係る調整）

主査（新型コロナウイルス ②

　　　ワクチンに係る調整）

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)

　　　健センターの支援）

　　　健センターの支援） 　　　健センターの支援）
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備　　考改     正     後改　　正　　前

医療企画調整官 （部長級）

(健康福祉局医療企画調整官を充てる)

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)

保健医療課 保健医療課
(健康福祉局健康部保健医療課長を充 (健康福祉局健康部保健医療課長を充

 てる)  てる)

地域医療係 地域医療係
(健康福祉局保健医療課地域医療係 (健康福祉局保健医療課地域医療係

 長を充てる)  長を充てる)

主幹（医務指導） 主幹（医務指導）
(健康福祉局健康部主幹(医務指導) (健康福祉局健康部主幹(医務指導)

 を充てる）  を充てる）

主幹（健康危機管理対応力強

　　　化に係る調整）
(健康福祉局健康部主幹(健康危機

 管理対応力強化に係る調整)を充

 てる)

主査（健康危機管理対応力

(健康福祉局保健医療課主査(健

 康危機管理対応力強化に係る

 調整)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)  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 企　画　係
(健康福祉局新型コロナウイルス (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)  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 主査（新型コロナウイルス

　　　感染症対策に係る企 　　　感染症対策に係る企

　　　画調整） 　　　画調整）
(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

 ス感染症対策に係る企画調整)を充  ス感染症対策に係る企画調整)を充

 てる)  てる)

主査（新型コロナウイルス

　　　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)

　　　強化に係る調整)
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備　　考改     正     後改　　正　　前

推　進　係 推　進　係
(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

 染症対策室推進係長を充てる)  染症対策室推進係長を充てる)

主査（新型コロナウイルス ⑥ 主査（新型コロナウイルス ⑥

　　　感染症対策の推進） 　　　感染症対策の推進）
(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  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)  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

　　　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)

ワクチン接種推進係
(健康福祉局新型コロナウイルス

 感染症対策室ワクチン接種推進

 係長を充てる)

主幹（新型コロナウイルス ⑤ 主幹（新型コロナウイルス ⑤

　　　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)

主幹（新型コロナウイルス

　　　感染症対策）
(健康福祉局新型コロナウイルス感

 染症対策部主幹(新型コロナウイル

 ス感染症対策)を充てる)

主幹（新型コロナウイルス ② 廃止

　　　感染症対策）(R3.12設置)

(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)を充てる)

参事（新型コロナウイルスワ

　　　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

 ワクチンに係る総合調整)を充てる)

参事（新型コロナウイルスワ ②

　　　クチンに係る調整）
(健康福祉局参事(新型コロナウイルス

 ワクチンに係る調整)を充てる)

参事（新型コロナウイルスワ 廃止

　　　クチンに係る調整）
(健康福祉局参事(新型コロナウイルス

 ワクチンに係る調整)を充てる)

主幹（新型コロナウイルス ⑥

　　　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)
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備　　考改     正     後改　　正　　前

主幹（新型コロナウイルス ② 廃止

　　　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)

主査（新型コロナウイルス ⑩

　　　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)

主査（新型コロナウイルス 廃止

　　　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)

主幹（新型コロナウイルス 主幹（新型コロナウイルス

　　　感染症対策に係る保 　　　感染症対策に係る保

(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

 ス感染症対策に係る保健センター  ス感染症対策に係る保健センター

 の支援)を充てる)  の支援)を充てる)

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)

主幹（新型コロナウイルス感染 主幹（新型コロナウイルス感染

　　　症の軽症者等宿泊療養施 　　　症の軽症者等宿泊療養施

　　　設） 　　　設）
(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

 ス感染症の軽症者等宿泊療養施設)  ス感染症の軽症者等宿泊療養施設)

 を充てる)  を充てる)

参事（新型コロナウイルスワ

　　　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

 ワクチンに係る総合調整)を充てる)

参事（新型コロナウイルス ②

　　　ワクチンに係る調整）
(健康福祉局参事(新型コロナウイル

 スワクチンに係る調整)を充てる)

　　　健センターの支援） 　　　健センターの支援）

　　　健センターの支援）

-19-



備　　考改     正     後改　　正　　前

主幹（新型コロナウイルス ⑥

　　　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)

主幹（新型コロナウイルス

　　　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)

主査（新型コロナウイルス ⑩

　　　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)

主査（新型コロナウイルス ②

　　　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)

保健センター⑫（部長級） 保健センター⑨（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)(昭和区、熱田区、名東  充てる)(東区、西区、熱田区、港

 区及び天白区を除く。)  区、名東区及び天白区を除く。)

廃止 ③ 東区、西区、港区

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)(昭和区に限る。)

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 (区役所保健福祉センター健康安

 全課長を充てる)(昭和区、熱田  全課長を充てる)(熱田区、名東

 区、名東区及び天白区に限る。)  区及び天白区に限る。)

廃止 昭和区

保健センター ③（課長級）

(区役所保健福祉センター健康安

 全課長を充てる)(東区、西区及

 び港区に限る。)

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)(昭和区、熱田区、名東区及び  る)(熱田区、名東区及び天白区に

 天白区に限る。)  限る。)
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備　　考改     正     後改　　正　　前

廃止 昭和区

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)(東区、西区及び港区に限る。)

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)(昭和区、熱田区、名東  充てる)(東区、西区、熱田区、港

 区及び天白区を除く。)  区、名東区及び天白区を除く。)

廃止 東区、西区、港区

主査（医務）
(区役所保健予防課主査(医務)を

 充てる)(昭和区に限る。)

子ども青少年局 子ども青少年局

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 (児童福祉センター中央療育センター所

 ター所長を事務取扱)  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)

主幹（診療支援）⑤ 主幹（診療支援）⑤
・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 ・発達障害者支援センター所長が兼務

・くすのき学園主幹(児童心理治療)が ・くすのき学園主幹(児童心理治療)が

兼務 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

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 (児童福祉センター所長が事務取扱)

 兼務)

発達障害者支援センター 発達障害者支援センター
（課長級） （課長級）

(児童福祉センター所長が事務取扱) (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（幼児教育・保育無償 主査（幼児教育・保育無償

　　　化に係る調整）　　　化に係る調整） 　　　化等）
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保　育　園（95） 保　育　園（90）

汁谷保育園（係長級） 廃止

新富町保育園（係長級） 廃止

高針北保育園（係長級） 廃止

上飯田東保育園（係長級） 廃止

上飯田南保育園（課長級） 廃止

主査（保育所等に係る企画 廃止

　　　調整）

上飯田保育園（課長級）

主査（保育所等に係る企画

　　　調整）

本地第一保育園（係長級） 廃止

本地第二保育園（係長級） 廃止

本地保育園（係長級）

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（子育て世帯生活支援 廃止

　　　特別給付金）
(財政局税制課主査(子育て世帯

 生活支援特別給付金の支給に係

 る調整)を兼務)(R3.4設置)

主査（子育て世帯への臨 ② 主査（子育て世帯への臨時特

　　　時特別給付） 　　　別給付）
(財政局税制課主査(子育て世帯へ (財政局税制課主査(子育て世帯へ

 の臨時特別給付に係る調整)を兼  の臨時特別給付に係る調整)を兼

 務)(R3.12設置)  務)

廃止

主幹（子ども等の支援の推進 廃止

　　　に係る特命事項の処理）

主査（子ども等の支援の推 廃止

　　　進に係る特命事項の

　　　処理）

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) (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

備　　考改　　正　　前 改     正     後
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備　　考改　　正　　前 改     正     後

主幹（企画調整） 主幹（企画調整）

主幹（企画調整）
(都市計画部主幹(防災・都市施策)

 が兼務)

主査（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 (総務局空港対策室主査(空港アク

 セス)を兼務)  セス)を兼務)

主査（企画調整）
(都市計画課主査(緑地計画・

 都市施策)が兼務)

都市計画部 都市計画部

都市計画課 都市計画課

都市計画係 都市計画係

主査（緑地計画） 主査（緑地計画・都市施策）

主幹（防災・都市施策） 主幹（防災・都市施策）
・主幹(企画調整)を兼務

・防災危機管理局主幹(想定最大規模

災害対策推進)を兼務

都市景観室（課長級） ウォーカブル・景観推進室
(スポーツ市民局市民生活部主幹(安 （課長級）

 心・安全で快適なまちづくりの推 (スポーツ市民局市民生活部主幹(安

 進)を兼務)  心・安全で快適なまちづくりの推

 進)を兼務)

調査企画係 都市景観係

主査（地区景観整備） 廃止

ウォーカブル推進係

主査（エリアリノベー

　　　ション）

主査（既存建築ストックの

　　　活用）
(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）

交通企画課 交通企画課

企画調査係 企画調査係

施策推進係 廃止

主査（新たな路面公共交通

　　　システムの導入調整）

主幹（駐車場のあり方検討）

主査（駐車場のあり方検討）

交通施設管理課 廃止

(企画経理課主査(企画調整)を兼務)
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備　　考改　　正　　前 改     正     後

施設管理係 廃止

経営管理係 廃止

主査（ガイドウェイバス次

　　　期車両更新等）

交通事業推進室 （課長級）

交通事業推進係

主査（ガイドウェイバス次

　　　期車両更新等）

主査（新たな路面公共交通

　　　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

企　画　係 企　画　係

主査（民間活力による施 ②

　　　設整備の推進）

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)

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（民間活力による施設

　　　整備の推進）

主査（民間活力による施 ②

　　　設整備の推進）
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備　　考改　　正　　前 改     正     後

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)

建築指導部 建築指導部

建築安全推進課 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 主査（既存建築ストックの

　　　活用相談等） 　　　活用相談等）
(建築審査課主査(既存建築ストッ ・建築審査課主査(既存建築ストッ

 クの審査)を兼務) クの審査)を兼務

・ウォーカブル・景観推進室主査(既

存建築ストックの活用)を兼務

住　宅　部 住　宅　部

住宅企画課 住宅企画課

民間住宅係 民間住宅係

主査（居住支援の促進等） 主査（居住支援の促進等）

主査（マンション管理適正

　　　化等）

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） 廃止

開発調整係 開発調整係

主査（公有地開発に係る事 主査（公有地開発に係る事

　　　業推進） 　　　業推進）
(アジア競技大会選手村後利用開

 発推進室主査(アジア競技大会選

 手村後利用に係る民間開発の推

 進)を兼務)
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備　　考改　　正　　前 改     正     後

主査（港北まちづくり） 主査（港北まちづくり）
(名港開発振興課主査(中川運河周辺

 活性化)を兼務)

主幹（まちづくりに係る特命

　　　事項の処理）

(総務局総合調整部主幹(選手村に係

 る総合調整)を兼務)

主査（まちづくりに係る ③ 廃止 ②

　　　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

主査（中川運河） 主査（中川運河）

主査（水上交通） 主査（水辺環境の整備・

　　　水上交通）

主査（中川運河周辺活性化）
(まちづくり企画課主査(港北まち

 づくり)が兼務)

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(国 (観光文化交流局観光交流部主幹(国

 際展示場等に係る企画調整)が兼務)  際展示場等に係る企画調整)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） 主査（金城ふ頭開発）
(観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室 (観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室

 主査(国際展示場機能強化)が兼  主査(国際展示場機能強化)が兼

 務)  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） 廃止
(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)

市街地整備課 市街地整備課

アジア競技大会選手村後

利用開発推進室
（課長級）

調査設計係

工　事　係

-26-



備　　考改　　正　　前 改     正     後

主査（アジア競技大会選手 ③

　　　村後利用に係る基盤

　　　整備の調整）
(愛知県職員が併任)

主幹（アジア競技大会選手村

　　　後利用に係る民間開発

　　　の推進）
(総務局総合調整部主幹(選手村に係

 る総合調整)を兼務)

主査（アジア競技大会選手村

　　　後利用に係る民間開発

　　　の推進）

主査（アジア競技大会選手村

　　　後利用に係る民間開発

　　　推進）　　　の推進）
(まちづくり企画課主査(公有地開発
 に係る事業推進)が兼務)

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・名駅周辺開発推 リニア関連・名駅周辺開発推

進課 進課

まちづくり推進係 まちづくり推進係

主査（市街地整備）② 主査（市街地整備）

廃止

主査（事業調整） 廃止

リニア関連整備係 廃止

主幹（名駅南公共空間整備等） 主幹（名駅南公共空間整備等）

主査（名駅南公共空間整 ②

　　　備）

廃止

主幹（名駅ターミナル機能強 廃止

　　　化）

名駅ターミナル整備室 (課長級)

整備第一係

主査（名駅ターミナル機能 ② 主査（名駅ターミナル機能 ②

　　　強化） 　　　強化）

整備第二係

主幹（名駅ターミナル事業調 主幹（名駅ターミナル事業調

　　　整） 　　　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） 主査（名駅ターミナル補償）

主査（名駅南公共空間整備等）
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備　　考改　　正　　前 改     正     後

緑政土木局 緑政土木局

企画経理課 企画経理課

主幹（道路等の危機管理・水 主幹（道路等の危機管理・水

　　　防） 　　　防）
(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

・防災危機管理局主幹(想定最大規模

災害対策推進)を兼務

路　政　部 路　政　部

道路利活用課 道路利活用課

主幹（測量）② 主幹（測量）

主幹（測量）
(路政部主幹(県体育館の移転に伴う

 横断施設整備)を兼務)

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）

主幹（安全・保全） 主幹（安全・保全）

主幹（県体育館の移転に伴う

　　　横断施設整備）
(路政部主幹(測量)が兼務）

主査（県体育館の移転に伴

　　　う横断施設整備）

自転車利用課 自転車利用課
(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)

環境整備係 環境整備係

主幹（整備） 主幹（整備）

主査（施設整備） 主査（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（流域治水に伴う河川事 主幹（流域治水に伴う河川事

　　　業の推進） 　　　業の推進）

主査（流域治水に伴う河川

　　　事業の推進）
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備　　考改　　正　　前 改     正     後

公園緑地・農政監 公園緑地・農政監
(農業委員会事務局長に充てる) (農業委員会事務局長に充てる)

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
(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)

農　政　係 農　政　係
(農業委員会事務局農政課農政係長 (農業委員会事務局農政課農政係長

 に充てる)  に充てる)

主査（生産緑地等の施策に 廃止

　　　係る調整）
(農業委員会事務局農政課主査(農

 地利用等調整)に充てる)

主査（都市農業支援）
(農業委員会事務局農政課主査(農

 地利用等調整)に充てる)

東山総合公園（部長級） 東山総合公園（部長級）

管　理　課 管　理　課

維　持　係 維　持　係

主査（東山の森） 主査（東山の森）

主査（施設管理・調整）

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 ・防災危機管理局主幹(危機管理に

係る連絡調整)を併任 係る連絡調整)を併任

・財政局財政部主幹(資産経営の推 ・財政局財政部主幹(資産経営の推

進)を併任 進)を併任

企画広報係 企画広報係

主幹（企画広報）② 主幹（企画調整）

廃止

職　員　課 職　員　課

人　事　係 人　事　係

主査（人材育成に係る調査 主査（人材育成・監察）

　　　研究）

労　務　係 労　務　係

主査（定年延長に係る調整）

施　設　課 施　設　課

消 防 団 課

消 防 団 係
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備　　考改　　正　　前 改     正     後

消防団施設係

消　防　部 消　防　部

消　防　課 消　防　課
(スポーツ市民局市民生活部主幹(安 ・防災危機管理局主幹(想定最大規模

 心・安全で快適なまちづくりの推 災害対策推進)を併任

 進)を併任) ・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)を併任

消 防 団 係

主幹（消防団強化） 廃止

主査（消防団強化） 廃止

消防航空隊（課長級） 消防航空隊（課長級）

航　空　係 航空消防係

運　航　係

主査（航空機の整備） 廃止

整　備　係

救　急　部 救　急　部

救　急　課 救　急　課

指　導　係 指　導　係

主査（本部救急隊）④ 主査（本部救急隊）④

主査（本部救急隊）②

消 防 学 校（部長級） 消 防 学 校（部長級）

消防研究室（課長級） 廃止

研　究　係 廃止

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（学校施設リフレッ 主査（学校施設リフレッ

　　　シュプランの推進） 　　　シュプランの推進）

主査（学校施設のバリア

　　　フリー化の推進）
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備　　考改　　正　　前 改     正     後

学校づくり推進監 （局長級）

教　務　部 教　務　部

教 職 員 課 教 職 員 課

安全衛生係 安全衛生係

主幹（学校における働き方改 廃止

　　　革に係る特命事項の処

　　　理）
(生涯学習部部活動振興室長が兼務)

主査（学校における働き　② 廃止

　　　方改革に係る特命

　　　事項の処理）
(部活動振興室主査(小学校部活動

 振興)が兼務)

学　事　課 学　事　課

就学援助係 就学援助係

　　　整）
(学事課主査(就学奨励等)が兼務)

主査（就学奨励等） 主査（就学奨励等）
(学事課主査(就学等に係る企画

 調整)を兼務)

新しい学校づくり推進部

新しい学校づくり推進室

学びの改革推進係

主査（安全安心な居場所

　　　づくり・教育相談

　　　体制）
(子ども応援室主査(危機管理等)

 を兼務)

主査（安全安心な居場所

　　　づくり）
(指導室主査(生徒指導に係る特命

 事項の処理)が兼務)

主幹（学校における働き方

　　　改革）

主査（学校における働き方

　　　改革）

教務部、新しい学校
づくり推進部、指導
部、教育センター、
小学校、中学校、高
等学校、特別支援学
校及び幼稚園を所管

主査（就学等に係る企画調

(課長級)
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主幹（教育相談体制）
(新しい学校づくり推進部主

 幹(危機管理等)を兼務)

子ども応援委員会制度担当部 廃止

参事（子ども応援委員会）

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

主幹（危機管理等）
(新しい学校づくり推進部主幹(教育

 相談体制)が兼務)

主査（危機管理等）
(新しい学校づくり推進室主査(安全

 安心な居場所づくり・教育相談体

 制)が兼務)

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調 廃止

　　　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)

主査（個別最適化された学 廃止

　　　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)

主幹（生徒指導に係る特命 主幹（生徒指導に係る特命

　　　事項の処理） 　　　事項の処理）
・子ども青少年局中央児童相談所主幹 ・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 (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 ・新しい学校づくり推進部主幹(生徒

徒指導に係る調整)を兼務 指導に係る調整)を兼務

主査（生徒指導に係る特命

　　　事項の処理）
(新しい学校づくり推進室主査(安

 全安心な居場所づくり)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)

小学校給食係 小学校給食係

主査（小学校給食調理業務 主査（小学校給食調理業務

　　　の効率化） 　　　の効率化）
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備　　考改　　正　　前 改     正     後

主査（給食調理場に係る特

　　　命事項の処理）

生涯学習部 生涯学習部

部活動振興室（課長級） 部活動振興室（課長級）
(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

主査（小学校部活動振興） ② 主査（部活動に係る企画調 ②

(教職員課主査(学校における働き 　　　整）
 方改革に係る特命事項の処理)を

 兼務)

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

主幹（博物館の魅力向上）

科　学　館 科　学　館
(非常勤職員) (非常勤職員)

副　館　長（部長級） 副　館　長（部長級）

総　務　課 総　務　課

主幹（科学館の魅力向上）

教育センター（局長級） 教育センター（部長級） 局長級→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

主幹（個別最適化された学び 廃止

　　　に係るＩＣＴ環境整備

　　　の推進）
(指導部主幹(学校教育に係る企画調

 整)が兼務)

主査（個別最適化された学 廃止

　　　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)

中央高等学校 中央高等学校

主査（学校事務）
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備　　考改　　正　　前 改     正     後

農業委員会事務局 農業委員会事務局
(緑政土木局公園緑地・農政監を充てる) (緑政土木局公園緑地・農政監を充てる)

農　政　課 農　政　課
(緑政土木局都市農業課長を充てる) (緑政土木局都市農業課長を充てる)

農　政　係 農　政　係
(緑政土木局都市農業課農政係長を (緑政土木局都市農業課農政係長を

 充てる)  充てる)

主査（農地利用等調整） 主査（農地利用等調整）
(緑政土木局都市農業課主査(生産 (緑政土木局都市農業課主査(都市

 緑地等の施策に係る調整)を充て  農業支援)を充てる)

 る)

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局

次　長（部長級） 次　長（部長級）
(防災危機管理局参事(危機管理に係る連 (防災危機管理局参事(危機管理に係る連

 絡調整)を併任)  絡調整)を併任)

選　挙　係 選　挙　係

主査（企画調整）

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（生涯学習） 主査（生涯学習）
(中区を除く。)

主査（生涯学習・スポーツ

　　　の推進）
(中区に限る。)

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、昭和区、瑞穂区、 (千種区、東区、西区、熱田区、中
 守山区、緑区及び天白区を除く。)  川区及び南区に限る。)

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）
(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、守山区及び天白区に限 (中村区、守山区及び天白区に限
 る。)  る。)
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備　　考改　　正　　前 改     正     後

主査（区の特性に応じた

　　　地域の活力向上）
(港区に限る。)

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、昭和区及び緑区に限る。) (瑞穂区、昭和区及び緑区に限る。)

主査（地域の魅力の向上・

　　　発信）
(名東区に限る。)

主査（地域の魅力の向上・

　　　多文化共生の推進）
(中区に限る。)

保健福祉センター（部長級） 廃止 千種区、中区、南区

(千種区、中区及び南区に限る。）

保健福祉センター （部長級）

(北区、中村区、守山区及び緑区に限

 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)

(昭和区、熱田区、名東区及び天白 (熱田区、名東区及び天白区に限る。)

 区に限る。)

廃止 昭和区

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)

(東区、西区及び港区に限る。)

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)(千種区、中区、昭和  務)を事務取扱)(瑞穂区及び中川区に

 区、熱田区、南区、名東区及び天白区  限る。)

 を除く。)

廃止 東区、北区、西区、

中村区、港区、守山

区、緑区

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)(千種区、中区、昭和

 区及び南区に限る。)

福　祉　部 福　祉　部
(昭和区、熱田区、名東区及び (東区、西区、熱田区、港区、名東区

 天白区を除く。)  及び天白区を除く。)

廃止 東区、西区、港区

福　祉　部
(昭和区に限る。)

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)(熱田区、

(昭和区、熱田区、名東区及び  名東区及び天白区に限る。)

 天白区に限る。)
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備　　考改　　正　　前 改     正     後

廃止 昭和区

福　祉　部
(保健福祉センター所長が兼務)(東区、

 西区及び港区に限る。)

保険年金課 保険年金課

管　理　係 管　理　係

主査（収納指導） 廃止
(健康福祉局保険年金課主査(収納

 指導)が兼務)(千種区、中村区、

 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。)

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）
(昭和区、熱田区、名東区及び天白 (熱田区、名東区及び天白区に限

 区に限る。)  る。)

廃止 昭和区

主幹（健康安全に係る特命

　　　事項の処理）
(東区、西区及び港区に限る。)

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 ・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 神障害者福祉・難病対策等に係る

連絡調整)を兼務 連絡調整)を兼務

・区役所支所区民福祉課主査(精神障 ・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 害者福祉・難病対策等に係る連絡

調整)を兼務 調整)を兼務

主査（医務） 廃止 千種区、中区、南区

(千種区、中区及び南区に限る。)

主査（医務）
(北区、中村区、守山区及び緑区に

 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)(千種区、中区、昭和区、熱 (瑞穂区及び中川区に限る。)

 田区、南区、名東区及び天白区

 を除く。)

廃止 東区、北区、西区、

中村区、港区、守山

区、緑区

主査（医務）
(保健福祉センター所長が事務取扱)

(千種区、中区、昭和区及び南区に

 限る。)

-36-



２　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） 主査（特命事項の調整）
(経営企画課主査(企画調整)を兼務)

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 主査（災害時相互応援体制

　　　の調査研究） 　　　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)

人材育成推進室（課長級） 人材育成推進室（課長級）

主幹（研修施設整備）

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)

経営企画係 経営企画係

主査（企画調整）
(総務課主査(特命事項の調整)が兼

 務)

情報システム課 情報企画推進課

情報企画係 情報企画係

情報管理係 情報基盤係

主幹（デジタル改革推進）

主査（デジタル改革推進）

主査（デジタル改革推進）
(総務局デジタル改革推進課主査

 (デジタルトランスフォーメー

 ションの推進)を併任)

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)

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

営業システム係 営業システム係

主幹（受付センターの運営・ 主幹（受付センターの運営・

　　　営業システムの総合調 　　　営業システムの総合調

　　　整） 　　　整）

主査（営業システムの企画 主査（営業システムの企画

　　　・調整） 　　　・調整）

主査（営業システムの企画

　　　・調整）

東部営業センター（課長級） 東部営業センター（課長級）

副センター長 （課長級）

主査（徴収関係事務）② 主査（徴収関係事務）②

工　事　係 給排水工事係

主幹（営業センター業務の　② 廃止

　　　調整）

主査（営業事務）② 廃止

主査（工事事務）② 主査（給排水工事事務）

廃止

地域サービス係

主査（地域サービス事務）

瑞穂営業所（課長級） 瑞穂営業所（課長級）

副　所　長（課長級） 廃止
(営業所主査(天白サービスステーシ

 ョン)を事務取扱)

営　業　係 営　業　係

主査（徴収関係事務）③ 主査（徴収関係事務）②

廃止

主査（天白サービスステー 廃止

　　　ション）
(営業所副所長が事務取扱)

中川営業所（課長級） 中川営業所（課長級）

営　業　係 営　業　係

主査（徴収関係事務）③ 主査（徴収関係事務）②

廃止

港 営 業 所（課長級） 港 営 業 所（課長級）

営　業　係 営　業　係

主査（徴収関係事務）③ 主査（徴収関係事務）②

廃止

営　業　係 営　業　係
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改　　正　　前 改     正     後 備　　考

緑 営 業 所（課長級） 緑 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

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
(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)

計画第二係 計画第二係

主査（下水道施設の改築に

　　　係る事業調整）

主幹（雨水対策の総合調整） 主幹（雨水対策の総合調整）
(防災危機管理局主幹(想定最大規模

 災害対策推進)を併任)

主幹（新事業推進） 主幹（新事業推進）

主幹（下水道施設の改築に

　　　係る事業調整）

主査（下水道施設の改築に

　　　係る事業調整）

施　設　部 施　設　部

春日井浄水場（課長級） 春日井浄水場（課長級）

浄　水　係 浄　水　係

主査（設備整備） 主査（設備・管理体制の整

　　　備）

鍋屋上野浄水場（課長級） 鍋屋上野浄水場（課長級）

浄　水　係 浄　水　係

主査（配水管理） 主査（設備・管理体制の整

　　　備）

大治浄水場（課長級） 大治浄水場（課長級）

浄　水　係 浄　水　係

主査（設備整備） 主査（設備・管理体制の整

　　　備）

南部宝神水処理事務所（課長級） 南部宝神水処理事務所（課長級）

処理第一係 処理第一係

処理第二係 処理第二係

主査（ポンプ施設整備） 主査（ポンプ施設整備）

主査（ポンプ施設整備）
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３　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

労　務　課 労　務　課
(企画財務部主幹(経営改善)を兼務)

労　務　係 労　務　係
(経営企画課主査(経営改善)を

 兼務)

企画財務部 企画財務部

参事（経営改善）

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)

企　画　係 企　画　係

主査（経営に係る企画調整） 主査（経営計画）

主査（交通事業に係る連絡 主査（運賃制度等）

　　　調整等）

調　査　係 調　査　係

主幹（経営改善に係る総合調

　　　整）

主幹（経営改善）⑦
・総務部労務課長が兼務

・企画財務部財務課長が兼務

・営業統括部乗客誘致推進課長が兼務

・営業統括部営業課長が兼務

・営業統括部資産活用課長が兼務

・電車部主幹(運行計画調整)が兼務

・自動車部主幹(路線計画)が兼務

主査（経営改善）⑦
・労務課労務係長が兼務

・財務課主査(資金・財政計画)が兼務

・乗客誘致推進課企画係長が兼務

・営業課営業係長が兼務

・資産活用課資産活用係長が兼務

・電車運転課計画係長が兼務

・管理課路線計画係長が兼務

財　務　課 財　務　課
(企画財務部主幹(経営改善)を兼務)

主計第二係 主計第二係

主査（資金・財政計画） 主査（資金・財政計画）
(経営企画課主査(経営改善)を兼務)

営業統括部 営業統括部

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

乗客誘致推進課 乗客誘致推進課
(企画財務部主幹(経営改善)を兼務)

企　画　係 企　画　係
(経営企画課主査(経営改善)を兼務)

営　業　課 営　業　課
(企画財務部主幹(経営改善)を兼務)

営　業　係 営　業　係
(経営企画課主査(経営改善)を兼務)

資産活用課 資産活用課
(企画財務部主幹(経営改善)を兼務)

資産活用係 資産活用係
(経営企画課主査(経営改善)を兼務)

主幹（資産の有効活用） 主幹（資産管理等）

電　車　部 電　車　部

駅　務　課 駅　務　課
(営業統括部主幹(乗車券機器)を兼務) (営業統括部主幹(乗車券機器)を兼務)

計　画　係 計　画　係

指　導　係 指　導　係

施設管理係

主幹（施設管理） 主幹（施設管理）

主査（施設管理） 主査（施設管理）

電車運転課 電車運転課
(電車部主幹(運転管理)を兼務) (電車部主幹(運転管理)を兼務)

計　画　係 計　画　係
(安全監理課主査(安全対策推進)を ・安全監理課主査(安全対策推進)を

 兼務) 兼務

・経営企画課主査(経営改善)を兼務

主幹（運転管理） 主幹（運転管理）
(電車部電車運転課長が兼務) (電車部電車運転課長が兼務)

主幹（運行計画調整）
(企画財務部主幹(経営改善)を兼務)

名城線南部駅務区（課長級） 名城線南部駅務区（課長級）

金山管区駅（係長級） 金山管区駅（係長級）

首 席 助 役 ②（係長級） 首 席 助 役（係長級）

廃止

自 動 車 部 自 動 車 部

管　理　課 管　理　課

路線計画係 路線計画係
(経営企画課主査(経営改善)を兼務)

主幹（路線計画） 主幹（路線計画）
(企画財務部主幹(経営改善)を兼務)
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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

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

 務)  務)

主幹（耐震対策） 主幹（耐震対策等）

車両電気部 車両電気部

電　気　課 電　気　課
(車両電気部主幹(鉄道電気設計管理)

 を兼務)

主幹（鉄道電気設計管理） 主幹（鉄道電気設計管理）
(車両電気部電気課長が兼務) (車両電気部電気事務所副所長が兼務)

電気事務所（課長級） 電気事務所（課長級）

副　所　長 （課長級）

(車両電気部主幹(鉄道電気設計管理)

 を兼務)
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