
近隣市町における組織体制について（北名古屋市） 

部局 課 係・グループ 

総務部 総務課 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 人事秘書課 

 経営企画課 

 情報課 

 市民活動推進課 

財務部 財政課 

 税務課 

 収納課 

防災環境部 防災交通課 

 環境課 

 清掃工場建設準備室 

市民健康部 市民課 

 国保医療課 

 健康課 

福祉部 社会福祉課 

 高齢福祉課 

 児童課 

 家庭支援課 

建設部 施設管理課 

 都市整備課 

 企業対策課 

 商工農政課 

 下水道課 

会計管理者 会計課 

議会事務局 議事課 

教育部 学校教育課 

 生涯学習課 

 スポーツ課 

監査委員事務局 監査課 

 
選挙管理委員会 総務部総務課 

公平委員会 総務部総務課 

固定資産評価審査委員会 総務部総務課 

農業委員会 建設部商工農政課 

係・グループは設置せず。 

資料３ 



近隣市町における組織体制について（扶桑町） 

部局 課 係・グループ 

総務部 政策調整課 政策調整グループ、行政経営グループ 

総務課 総務グループ、人事グループ 

税務課 町民税グループ、固定資産税グループ、収

納グループ 

健康福祉部 住民課 住基戸籍グループ、保険医療グループ 

介護健康課 介護グループ、保健センターグループ 

福祉児童課 社会福祉グループ、児童福祉グループ 

産業建設部 産業環境課 産業グループ、環境グループ 

土木課 管理グループ、工務グループ 

都市整備課 都市計画グループ、下水道グループ 

会計管理者 会計室   

議会 議会事務局   

教育長 学校教育課 学校教育グループ、学校給食グループ 

生涯学習課 社会教育グループ、図書グループ、社会体

育グループ 

 

選挙管理委員会 総務部総務課 

固定資産評価審査委員会 総務部総務課 

農業委員会 産業建設部産業環境課 

 

  



近隣市町における組織体制について（大口町） 

部局 課 係・グループ 

地域協働部 町民安全課 地域支援グループ、消防防災グループ 

地域振興課 
まちづくり推進グループ、地域情報化推進

グループ、経済振興グループ 

環境課 
環境対策グループ、循環型社会推進グルー

プ、環境共生事業グループ 

資源リサイクルセンター  

健康福祉部 

戸籍保険課 

戸籍グループ、国民健康保険グループ、福

祉医療年金グループ、後期高齢者医療グル

ープ 

福祉こども課 
社会・障がいグループ、子育て支援グルー

プ、保育園グループ 

児童館 児童館グループ、各児童センター 

保育所 各保育園 

健康生きがい課 介護・高齢グループ、健康グループ 

建設部 建設農政課 建設グループ、農政グループ 

都市整備課 都市計画グループ、下水道グループ 

総務部 

行政課 

設計契約グループ、財産管理グループ、行

政グループ、選挙グループ、電子計算グル

ープ 

税務課 
町県民税グループ、固定資産税グループ、

収納グループ 

政策推進課 
秘書グループ、政策推進グループ、職員グ

ループ、庶務グループ 

産業推進室 － 

情報化推進室 － 

会計管理者 会計室 会計グループ 

議会事務局  庶務係、議事係 

監査委員事務局  監査事務係 

生涯教育部 
学校教育課 

教育庶務グループ、学校運営グループ、学

校管理・整備グループ 

学校給食センター － 

生涯学習課 

社会教育グループ、家庭教育推進グループ、

スポーツ振興グループ、施設維持管理グル

ープ、庶務グループ 

 
図書館 － 

歴史民俗資料館 － 

 

選挙管理委員会 総務部行政課 

固定資産評価審査委員会 総務部行政課 

農業委員会 経済建設部建設農政課 

 



近隣市町における組織体制について（清須市） 

部局 課 係・グループ 

企画部 人事秘書課 秘書広報係、人事係 

企画政策課 企画政策係、情報システム係 

総務部 防災行政課 防災防犯係、行政係 

財政課 財政係、契約検査係、管財係 

税務課 市民税係、固定資産税係 

収納課 管理係、収納係 

市民環境部 市民課 戸籍係、市民係、新川市民サービスセンター係 

保険年金課 国民健康保険係、医療年金係 

生活環境課 廃棄物対策係、環境保全係 

産業課 農政係、食育推進係、商工観光係 

健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係、障害福祉係、保護係 

高齢福祉課 介護保険係、介護予防係、高齢福祉係 

子育て支援課 児童家庭係、子育て支援係、保育係 

健康推進課 庶務係、成人保健係、健康増進係、母子保

健係 

建設部 土木課 工務係、維持管理係 

都市計画課 計画建築係、街路公園係 

地域開発課 開発係、区画整理係 

上下水道課 管理係、建設係、水道係 

会計管理者 会計課 会計係 

議会事務局 議事調査課 総務係、議事調査係 

教育委員会事務局 
教育部 

学校教育課 総務係、学校教育係 

新給食センター準備室 準備係 

清洲学校給食センター 庶務係 

各学校給食センター   

生涯学習課 生涯学習係、文化振興係 

スポーツ課 スポーツ係 

監査委員事務局 監査課 監査係 

 
選挙管理委員会 総務部防災行政課 

公平委員会 総務部防災行政課 

固定資産評価審査委員会 総務部防災行政課 

農業委員会 市民環境部農政課 

 



近隣市町における組織体制について（小牧市） 

部局 課 係・グループ 

市長公室 市政戦略課 市政戦略係、行政経営係 

秘書広報課 秘書係、広報係 

人事課 人事係、給与厚生係 

協働推進課 地域協働係、コミュニティ広聴係 

総務部 総務課 庶務係、文書法規係 

契約検査課 契約係、工事検査係 

情報システム課 情報システム係、統計調査係 

財政課 財政係、資産管理係 

危機管理課 危機管理係 

地域活性化営業部 シティプロモーション課 観光交流係、にぎわい創出係 

農政課 農業振興係、農地係、事業係 

商工振興課 商工労政係、新産業創出係 

企業立地推進課 企業立地係 

市民生活部 市民安全課 相談係、交通防犯係 

市民税課 税制係、市民税係 

資産税課 償却資産係、家屋係、土地係 

収税課 収税係、整理係 

債権回収特別対策室 債権回収係 

環境対策課 政策推進係、環境保全係、空港対策係 

廃棄物対策課 環境美化係、ごみ減量推進係 

リサイクルプラザ 清掃資源係 

健康福祉部 福祉総務課 庶務係、保護係 

地域福祉課 長寿福祉係、障がい福祉係 

介護保険課 保険資格係、認定係、給付指導係 

保健センター 予防係、母子保健係、成人保健係 

保険年金課 国保係、医療係、年金係 

市民課 証明発行係、戸籍係、住民登録係、市民係 

味岡支所、篠岡支所、北

里支所 
市民係 

こども未来部 こども政策課 子育て支援係、青少年育成係 

保育課 保育係 

都市建設部 道路課 道路係、維持係、整理係 

河川課 維持係、河川係 

建築課 建築係、開発係、営繕係 



 

用地課 庶務係、用地係 

都市政策課 計画係、政策推進係、交通政策係 

みどり公園課 花と緑推進係、公園整備係 

区画整理課 庶務係、事業係、換地係、補償係 

上下水道部 料金課 庶務係、収納係 

水道課 給水係、建設係、管路維持係、原水浄水係 

下水道課 庶務係、維持係、計画係、排水係、建設係 

市民病院 

 医局 

 薬局 

 看護局 

 事務局 

 医療安全管理室 

 地域連携室 

    

    

    

    

病院総務課 庶務係、施設係、経理係、契約係 

医事課 医事係、情報システム係、診療情報管理係 

健診センター 健診係 

会計管理者 会計課 出納係 

消防本部 消防総務課   

予防課   

消防署   

議会事務局 議事課 庶務係、議事調査係 

教育委員会事務局 教育総務課 庶務係、施設係 

学校給食課 給食係、業務係 

学校教育課 学校教育係 

生涯学習課 社会教育係、事業係、庶務係 

味岡市民センター 庶務係 

東部市民センター 庶務係 

北里市民センター 庶務係 

文化振興課 文化振興係、文化財課 

スポーツ推進課 スポーツ推進係 

図書館 図書係 

新図書館建設推進室 推進係 

選挙管理委員会事

務局 
 選挙係 

監査委員事務局  監査係 

 

公平委員会 総務部総務課 

固定資産評価審査委員会 市民生活部市民税課 

農業委員会 地域活性化営業部農政課 



近隣市町における組織体制について（春日井市） 

部局 課 係・グループ 

企画政策部 秘書課 秘書担当 

企画政策課 政策研究担当、企画担当、ニュータウン対

策担当 

広報広聴課 広報担当、広聴担当 

総務部 
総務課 

庶務担当、行政担当、選挙担当、文書担当、

庁舎管理担当 

人事課 人材育成担当、給与厚生担当 

市民安全課 防災担当、安全なまちづくり担当 

交通対策課 交通企画担当、交通安全担当 

情報システム課 情報企画担当、システム担当 

財政部 財政課 財政担当、資金担当 

管財契約課 管財担当、契約担当、検査担当 

市民税課 税制法人担当、個人市民税担当、諸税担当 

資産税課 土地担当、家屋担当、償却資産担当 

収納課 収納担当、整理担当 

市民生活部 
市民活動推進課 

地域コミュニティ担当、消費生活担当、市

民相談担当、市民交流担当 

男女共同参画課 男女共同参画担当、施設管理担当 

市民課 管理担当、窓口担当、戸籍担当、住民登録担当 

文化スポーツ部 文化課 文化振興担当 

スポーツ課 スポーツ振興担当 

生涯学習課 生涯学習担当 

図書館 資料担当、読書推進担当、サービス担当 

健康福祉部 健康増進課 企画担当、保健担当、予防担当 

高齢福祉課 
地域福祉担当、高齢福祉担当、いきがい推

進担当 

介護保険課 管理担当、認定担当、地域支援担当 

障がい福祉課 認定給付担当、障がい福祉担当 

生活援護課 援護担当、保護担当 

保険医療年金課 
国民健康保険担当、後期高齢者医療保険担

当、福祉医療担当、国民年金担当 

青少年子ども部 
子ども政策課 

次世代育成支援担当、青少年担当、児童担

当、家庭支援担当、母子保健担当 

保育課 保育担当、施設担当 



環境部 環境政策課 環境企画担当、空港対策担当 

環境保全課 環境監視担当、環境調査担当、自然環境担当 

ごみ減量推進課 管理担当、ごみ減量担当、施設担当 

産業部 経済振興課 商工観光担当、労政資金担当、統計担当 

企業活動支援課 支援担当 

農政課 農業振興担当、農地担当 

まちづくり推進部 
都市政策課 

都市計画担当、まちづくり担当、拠点整備

担当、審査担当 

都市整備課 
組合指導担当、業務担当、補償担当、工務

担当、勝川管理担当 

建築指導課 管理担当、建築指導担当、開発指導担当 

建設部 道路課 管理担当、業務担当、建設担当、維持担当 

公園緑地課 業務担当、建設担当、施設担当、緑化担当 

河川排水課 管理担当、工務担当 

住宅施設課 建築担当、住宅担当、施設保全担当 

上下水道部 
企画経営課 

庶務担当、計画担当、上下水道経理担当、

下水道経理担当 

業務課 料金管理担当、排水設備担当、給水担当 

水道工務課 施設担当、工務担当、 

下水建設課 工事担当、施設担当、維持担当 

市民病院 

医務局 

看護局 

事務局 

病院安全推進室 

 

各診療科、各部、各センター 

  

 

管理課 庶務、経営企画、用度、情報、施設 

医事課 医事 

会計管理者 会計課 出納担当、審査担当 

消防本部 消防総務課 庶務・教養・整備・消防 

予防課 予防・査察指導・危険物 

通信司令室 第一・第二・第三 

消防署 第一課・第二課・第三課・各出張所 

議会事務局 議事課 議事担当、調査担当 

教育委員会 教育総務課 庶務担当、営繕担当 

学校教育課 指導担当、学事担当 

学校給食課 管理担当、栄養担当 

文化財課 文化財担当、民俗考古担当 

監査委員事務局 監査課 監査担当 

 



選挙管理委員会 総務部総務課 

公平委員会 総務部総務課 

固定資産評価審査委員会 総務部総務課 

農業委員会 産業部農政課 

 

  



近隣市町における組織体制について（岩倉市） 

部局 課 係・グループ 

総務部 秘書課 秘書人事グループ、広報広聴グループ 

企画財政課 企画政策グループ、財政グループ、情報推

進グループ 

行政課 行政グループ、生活安全グループ、契約検

査グループ 

危機管理課 危機管理グループ 

市民部 市民窓口課 窓口グループ、保険医療グループ 

健康課 健康グループ、指導グループ 

環境保全課 環境グループ、廃棄物グループ 

税務課 課税グループ、収納グループ 

福祉部 介護福祉課 介護保険グループ、高齢福祉グループ、障

害福祉グループ、生活保護グループ 

児童家庭課 児童グループ、家庭グループ 

建設部 商工農政課 農政グループ、商工観光グループ 

都市整備課 整備グループ、維持グループ、管理グルー

プ、計画グループ 

上下水道課 下水道グループ 

会計管理者 会計課 会計グループ 

議会事務局     

教育委員会事務局 
教育部 

学校教育課 学校教育グループ、学校給食グループ 

生涯学習課 生涯学習グループ、スポーツグループ、図

書館グループ 

監査委員事務局     

 

選挙管理委員会 総務部総務課 

公平委員会 総務部総務課 

固定資産評価審査委員会 総務部総務課 

農業委員会 建設部商工農政課 

 


