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新　　　　　任 旧　　　　　任 氏　　名

[ 局　長　級 ]

会計管理者 交通局次長 成田　洋介

防災危機管理局長 総務局総合調整部長 酒井　雄一

総務局企画調整監 財政局財政部長 武田　淳

総務局市立大学監 健康福祉局新型コロナウイルス感染症対
策監

山田　隆行

財政局税務監 総務局職員部長 鳥羽　義人

財政局付理事（名古屋競輪組合派遣） 消防局総務部長 原　誠

工業研究所長 工業研究所参事（技術連携等の総合調整
担当）

秋田　重人

環境局長 北区長 小林　靖弘

環境局環境都市推進監 経済局産業労働部長 吹上　康代

健康福祉局長 総務局市立大学監 平松　修

健康福祉局長寿社会企画監 子ども青少年局子ども未来企画部長 浅野　正敏

健康福祉局医監 南区保健福祉センター所長 松原　史朗

健康福祉局新型コロナウイルス感染症対
策監

市会事務局次長 増田　実

子ども青少年局子ども未来企画監 子ども青少年局保育部長 佐藤　誠司

住宅都市局まちづくり調整監 住宅都市局都市活性監 横地　玉和

住宅都市局都市活性監 住宅都市局付理事（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

鈴木　英文

住宅都市局付理事（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

緑区長 新庄　徹

緑政土木局長 総務局企画調整監 河田　誠一

緑政土木局公園緑地・農政監 緑政土木局道路建設部長 山田　好人

東区長 住宅都市局付参事（栄公園振興株式会社
派遣）

髙木　俊孝

北区長 教育委員会事務局総務部長 五味澤　陽平

西区長 緑政土木局公園緑地・農政監 髙岡　豊彦
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新　　　　　任 旧　　　　　任 氏　　名

[ 局　長　級 ]

中区長 選挙管理委員会事務局次長 平田　一之

昭和区長 教育センター所長 藤井　昌也

緑区長 住宅都市局リニア関連都心開発部長 長嶋　利久

天白区長 財政局付理事（名古屋競輪組合派遣） 水野　一裕

市会事務局長 東区長 近藤　善紀

監査事務局長 昭和区長 舟橋　洋一

教育次長 財政局税務監 太田　宜邦

教育委員会事務局学校づくり推進監 　　（　再　任　用　） 安藤　稔

選挙管理委員会事務局長 子ども青少年局子ども未来企画監 清水　貴久子

上下水道局次長 上下水道局技術本部長 愛知　雅夫

上下水道局経営本部長 名古屋城総合事務所長 佐治　独歩

交通局次長 交通局営業本部総務部長 服部　直樹

交通局技術本部長 交通局技術本部車両電気部長 伊藤　正弘
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新　　　　　任 旧　　　　　任 氏　　名

[ 部　長　級 ]

総務局行政部長 総務局総務課長 舘　雄聡

総務局職員部長 総務局企画部長 髙田　克己

総務局企画部長 住宅都市局参事（市街地整備担当） 山下　直人

総務局総合調整部長 総務局行政部長 吉木　彰

総務局付参事（職員共済事務） 中村区区政部総務課長 渡邉　英之

総務局付参事（公益財団法人愛知・名古
屋アジア競技大会組織委員会派遣）

上下水道局総務部総務課長 加知　智

総務局付参事（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局市立大学部市立大学室長 児玉　英希

財政局財政部長 健康福祉局参事（医療連携推進担当） 青井　信之

財政局契約部長 環境局事業部作業課長 太田　勝雄

財政局税務部長 栄市税事務所長 石川　勇治

栄市税事務所長 北区区政部総務課長 黒柳　延明

金山市税事務所長 財政局総務課長 後藤　仁美

経済局産業労働部長 経済局産業労働部産業企画課長 筒井　利和

中央卸売市場北部市場長 経済局商業・流通部市場流通室長 仙石　裕宣

中央卸売市場南部市場長 経済局付参事（公益財団法人名古屋産業
振興公社派遣）

大野　壽久

工業研究所参事（技術連携等の総合調整
担当）

工業研究所支援総括室長 山岡　充昌

工業研究所材料技術部長 工業研究所材料技術部表面技術研究室長 飯田　浩史

経済局付参事（公益財団法人名古屋産業
振興公社派遣）

中川区区政部長 野嶋　清

観光文化交流局文化歴史まちづくり部長 総務局付参事（公益財団法人愛知・名古
屋アジア競技大会組織委員会派遣）

鈴木　康生

名古屋城総合事務所長 中央卸売市場南部市場長 上田　剛

環境局地域環境対策部長 環境局施設部長 谷口　由洋

環境局ごみ減量部長 環境局総務課長 小木原　吏香
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[ 部　長　級 ]

環境局施設部長 瑞穂区区政部長 伊藤　幸雄

環境局参事（技術担当） 上下水道局施設部施設管理課長 坂部　泰理

健康福祉局障害福祉部長 中川区保健福祉センター福祉部長 田嶌　仁美

厚生院次長 人事委員会事務局任用課長 吉井　一浩

健康福祉局医療企画調整官 　　（　採　　　用  ） 小嶋　雅代

健康福祉局健康部長 緑政土木局参事（用地担当） 杉原　忠司

中央看護専門学校長 総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

坂本　美鈴

健康福祉局参事（医療連携推進担当） 中村区保健福祉センター福祉部長 奥村　仁史

健康福祉局新型コロナウイルス感染症対
策部長

人事委員会事務局次長 横山　茂紀

衛生研究所長 健康福祉局健康部環境薬務課長 竹内　智彦

児童福祉センター所長 児童福祉センター中央療育センター所長 谷合　弘子

児童福祉センター中央児童相談所長 子ども青少年局子育て支援部子ども福祉
課長

加藤　秀一

子ども青少年局保育部長 子ども青少年局総務課長 田中　裕三

子ども青少年局子ども未来企画部長 総務局職員部人事課長 東　美雪

住宅都市局参事（市街地整備担当） 住宅都市局リニア関連都心開発部都心ま
ちづくり課長

藤原　正行

住宅都市局リニア関連都心開発部長 住宅都市局参事（名駅開発等担当） 塩沢　洋

住宅都市局参事（名駅開発等担当） 住宅都市局付参事（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

髙山　直明

住宅都市局付参事（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

住宅都市局企画経理課長 石川　孝二

住宅都市局付参事（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

住宅都市局リニア関連都心開発部リニア
関連・名駅周辺開発推進課長

丹羽　克昭

住宅都市局付参事（名古屋市住宅供給公
社派遣）

住宅都市局総務課長 坂野　之信

住宅都市局付参事（栄公園振興株式会社
派遣）

住宅都市局都市整備部耐震化支援室長 小池　高徳

緑政土木局参事（地域企画担当） 緑政土木局路政部道路維持課長 佐藤　秀徳
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[ 部　長　級 ]

緑政土木局路政部長 緑政土木局河川部河川工務課長 加藤　人士

緑政土木局道路建設部長 緑政土木局路政部長 水野　博樹

緑政土木局参事（用地担当） 環境局職員課長 中西　岳志

緑政土木局参事（農政担当） 中村区区政部長 宮島　葉子

東山総合公園長 千種区区政部長 早川　雅夫

千種区区政部長 千種区保健福祉センター福祉部長 渡邉　一紀

千種区保健福祉センター福祉部長 健康福祉局健康部食品衛生課長 北本　美代子

東区区政部長 住宅都市局付参事（名古屋市住宅供給公
社派遣）

杉浦　康嗣

東区保健福祉センター所長 昭和区区政部総務課長 村形　由美子

北区区政部長 市会事務局総務課長 山田　博文

北区保健福祉センター福祉部長 　　（　再　任　用　） 伊神　雅彦

西区区政部長 栄市税事務所管理課長 村井　隆之

西区保健福祉センター所長 西区保健福祉センター福祉部長 横森　秀人

西区山田支所長 中区区政部長 村松　直樹

中村区区政部長 防災危機管理局総務課長 大澤　政充

中村区保健福祉センター福祉部長 健康福祉局総務課長 浅井　令史

中区区政部長 厚生院次長 山内　康稔

中区保健福祉センター福祉部長 千種区区政部地域力推進室長 大橋　浩

昭和区保健福祉センター所長 昭和区保健福祉センター健康安全課長 葛島　清隆

昭和区保健福祉センター福祉部長 健康福祉局生活福祉部医療福祉課長 宮澤　信夫

瑞穂区区政部長 千種区区政部総務課長 安原　正明

瑞穂区保健福祉センター福祉部長 スポーツ市民局地域振興部住民課長 苗村　悟
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新　　　　　任 旧　　　　　任 氏　　名

[ 部　長　級 ]

中川区区政部長 教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課
長

長谷川　新樹

中川区保健福祉センター福祉部長 子ども青少年局保育部保育企画室長 倉橋　健治

中川区富田支所長 中央卸売市場北部市場長 近藤　基弘

港区区政部長 　　（　再　任　用　） 長谷川　博久

港区保健福祉センター所長 港区保健福祉センター福祉部長 天野　隆功

南区区政部長 博物館副館長 山田　英一

南区保健福祉センター所長 緑区保健福祉センター所長 五島　明

南区保健福祉センター福祉部長 健康福祉局高齢福祉部介護保険課長 井上　真理子

守山区保健福祉センター福祉部長 　　（　再　任　用　） 桜井　信寿

守山区志段味支所長 東区保健福祉センター福祉部長 斉藤　守弘

緑区保健福祉センター所長 　　（　採　　　用  ） 大重　賴三郎

緑区徳重支所長 名東区区政部長 山崎　眞悟

名東区区政部長 総務局付参事（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

星野　悟朗

天白区区政部長 瑞穂区区政部総務課長 谷澤　茂俊

市会事務局次長 上下水道局参事（広報・連携推進・国際
協力担当）

奥山　稔

人事委員会事務局次長 監査事務局監査第二課長 可児　弘司

教育委員会事務局総務部長 科学館副館長 大坪　眞人

教育委員会事務局新しい学校づくり推進
部長

教育委員会事務局指導部長 大川　栄治

教育委員会事務局参事（子ども応援委員
会担当）

教育委員会事務局子ども応援委員会制度
担当部長

櫻井　瑞郎

教育委員会事務局指導部長 教育委員会事務局教務部教職員課長 枡田　勝

博物館副館長 教育委員会事務局総務部総務課長 木村　広聖

科学館副館長 観光文化交流局観光交流部国際交流課長 桒原　英郎
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[ 部　長　級 ]

教育センター所長 教育センター研修部長 安藤　嘉浩

消防局総務部長 港区区政部長 加藤　和彦

選挙管理委員会事務局次長 会計室審査課長 伊藤　公司

上下水道局総務部長 観光文化交流局文化歴史まちづくり部長 蛭川　賢之

上下水道局参事（広報・連携推進・国際
協力担当）

昭和区保健福祉センター所長 小野田　都

上下水道局管路部長 上下水道局参事（施設整備・管理調整担
当）

川合　正恭

上下水道局施設部長 上下水道局付部長（日本下水道事業団派
遣）

遠藤　浩二

上下水道局参事（施設整備・管理調整担
当）

上下水道局計画部水道計画課長 田原　克泰

上下水道局付部長（日本下水道事業団派
遣）

上下水道局管路部保全課長 小堀　憲司

交通局営業本部総務部長 環境局ごみ減量部長 飯田　真由美

交通局営業本部安全監理部長 交通局営業本部総務部広報広聴課長 中田　敬子

交通局営業本部参事（経営改善担当） 交通局営業本部総務部総務課長 早川　元康

交通局技術本部施設部長 交通局技術本部参事（リニア関連工事等
調整担当）

福井　伸彦

交通局技術本部参事（リニア関連工事等
調整担当）

交通局技術本部施設部施設計画課長 原田　知成

交通局技術本部車両電気部長 交通局技術本部施設部工務課長 関山　恭弘

7



新　　　　　任 旧　　　　　任 氏　　名

[ 課　長　級 ]

会計室審査課長 総務局企画部統計課長 野末　幸孝

防災危機管理局総務課長 防災危機管理局地域防災室長 河合　利幸

防災危機管理局主幹（地域強靱化に係る
人材育成等担当）

スポーツ市民局市民生活部地域安全推進
課地域安全推進係長

板倉　里奈

防災危機管理局想定最大規模災害対策推
進室長

防災危機管理局主幹（広域連携担当） 磯貝　昌樹

防災危機管理局危機対策室長 消防局消防部特別消防隊長 大榎　英嗣

防災危機管理局主幹（新型コロナウイル
ス感染症対策等に係る総合調整・広報担
当）

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
に係る調整担当）

磯部　裕司

防災危機管理局主幹（広域連携担当） 精神保健福祉センター副所長 髙木　美江

防災危機管理局地域防災室長 防災危機管理局主幹（新型コロナウイル
ス感染症対策等に係る総合調整・広報担
当）

成瀨　聡志

市長室主幹（秘書事務に係る特命事項の
処理担当）

経済局総務課庶務係長 山口　隆司

市長室広報課長 緑政土木局総務課管理係長 山本　勲

総務局総務課長 総務局行政部行政改革推進室長 佐藤　一由

総務局行政部行政改革推進室長 総務局企画部大都市・広域行政推進室長 中川　朝晶

総務局行政部デジタル改革推進課長 総務局行政部情報化推進課長 中村　和季

市政資料館副館長 総務局総務課管理係長 尾関　修

総務局職員部人事課長 総務局総合調整部総合調整室長 齊藤　俊宏

総務局職員部人材育成・コンプライアン
ス推進室長

交通局営業本部総務部人事課人事係長 坂本　統一

総務局職員部主幹（内部統制等担当） 上下水道局営業部主幹（営業所業務の企
画・調整担当）

山口　順子

総務局企画部大都市・広域行政推進室長 市長室主幹（秘書事務に係る特命事項の
処理担当）

前田　浩史

総務局企画部統計課長 スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ
戦略室長

近藤　真由美

総務局総合調整部総合調整室長 財政局財政部主幹（財源対策担当） 濵田　秀和

総務局総合調整部空港対策室長 緑政土木局主幹（企画担当） 渡邉　猛

総務局市立大学部市立大学室長 総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

田中　雅隆
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新　　　　　任 旧　　　　　任 氏　　名

[ 課　長　級 ]

総務局付主幹（公益財団法人愛知・名古
屋アジア競技大会組織委員会派遣）

人事委員会事務局審査課調査係長 坪井　一樹

総務局付主幹（公益財団法人愛知・名古
屋アジア競技大会組織委員会派遣）

住宅都市局営繕部企画保全課建築計画係
長

田中　大雄

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

港区区政部地域力推進室地域力推進係長 戸田　成一

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

経済局商業・流通部主幹（大店立地担
当）

南部　尚平

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

名古屋城総合事務所管理活用課長 上土井　崇之

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

緑区区政部総務課庶務係長 小松　一哉

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

子ども青少年局保育部保育企画室保育企
画係長

住田　武士

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局職員部給与課労政係長 南谷　健介

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

子ども青少年局子育て支援部子ども福祉
課子ども発達支援係長

渡邊　仁史

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

監査事務局監査第一課庶務係長 釡本　英樹

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

水野　幹夫

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

市政資料館副館長 岡﨑　俊

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

筧　幸雄

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

丹羽　仁美

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

住宅都市局営繕部営繕課建築第一係長 松井　健人

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

髙垣　晃子

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

住宅都市局住宅部主幹（整備計画等担
当）

山田　拓郎

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

小谷　純子

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

森田　康之

総務局付主幹（中部国際空港株式会社派
遣）

緑政土木局路政部道路維持課維持係長 上杉　洋道

財政局総務課長 総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

野口　浩正

財政局財政部主幹（財源対策担当） 財政局財政部主幹（財政健全化等担当） 丸井　康嗣
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[ 課　長　級 ]

財政局財政部主幹（財政健全化等担当） 財政局総務課庶務係長 伊藤　慎吾

財政局財政部主幹（資産経営に係る企画
調整担当）

住宅都市局営繕部企画保全課企画係長 加能　基博

財政局税務部税制課長 財政局税務部税務システム整備室長 古橋　秀規

財政局税務部主幹（固定資産評価審査委
員会事務及び特命事項に係る調査研究担
当）

財政局税務部固定資産税課資産係長 菅沼　啓太

財政局税務部税務システム推進課長 財政局税務部市民税課長 神谷　勝美

財政局税務部主幹（税務事務のデジタル
化の推進・事務改善担当）

ささしま市税事務所徴収課長 水野　永久

財政局税務部市民税課長 収納管理・特別徴収事務センター所長 内田　守彦

財政局税務部固定資産税課長 栄市税事務所市民税課長 石本　裕和

収納管理・特別徴収事務センター所長 財政局税務部主幹（固定資産評価審査委
員会事務及び特命事項に係る調査研究担
当）

横井　泰勇

栄市税事務所管理課長 栄市税事務所徴収課長 佐野　直之

栄市税事務所徴収課長 栄市税事務所主幹（徴収担当） 伊藤　和成

栄市税事務所市民税課長 財政局税務部税務システム整備室税務シ
ステム整備係長

都築　昌明

栄市税事務所法人課税課長 昭和区区政部市民課長 野﨑　元宏

栄市税事務所固定資産税課長 金山市税事務所市民税課長 横川　弘一

栄市税事務所主幹（徴収担当） 名東区区政部市民課戸籍係長 服部　文実

ささしま市税事務所管理課長 金山市税事務所固定資産評価室長 山田　直毅

ささしま市税事務所徴収課長 財政局税務部収納対策課収納対策係長 後藤　圭介

ささしま市税事務所市民税課長 港区区政部企画経理室長 木村　仁

ささしま市税事務所固定資産税課長 財政局付主幹（名古屋競輪組合派遣） 近藤　守雅

ささしま市税事務所東海通出張所長 金山市税事務所徴収課長 加藤　毅之

ささしま市税事務所主幹（徴収担当） 中村区区政部地域力推進室地域力推進係
長

柏田　紀子

金山市税事務所徴収課長 金山市税事務所主幹（徴収担当） 田中　英二
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[ 課　長　級 ]

金山市税事務所市民税課長 ささしま市税事務所固定資産税課長 渡部　隆雄

金山市税事務所固定資産税課長 栄市税事務所管理課管理係長 鹿島　宏治

金山市税事務所固定資産評価室長 財政局税務部主幹（税務システム再構
築・事務改善担当）

木村　真治

金山市税事務所野並出張所長 ささしま市税事務所主幹（徴収担当） 石川　利恵

金山市税事務所主幹（徴収担当） 西区区政部市民課戸籍係長 吉田　俊久

財政局付主幹（名古屋競輪組合派遣） 千種区区政部総務課庶務係長 清水　晃雄

スポーツ市民局地域振興部主幹（区役所
の庁舎営繕等担当）

住宅都市局営繕部住宅・教育施設課住宅
第一係長

大畑　一幸

スポーツ市民局地域振興部住民課長 スポーツ市民局人権施策推進室主幹（同
和問題等担当）

二谷　康之

スポーツ市民局人権施策推進室主幹（同
和問題等担当）

交通局営業本部総務部総務課事務管理係
長

三尾　泰一郎

なごや人権啓発センター所長 西文化センター館長 安藤　英樹

西文化センター館長 熱田区区政部総務課庶務係長 鈴木　隆幸

スポーツ市民局市民生活部主幹（生活安
全対策に係る連絡調整担当）

愛知県警察名古屋市警察部付 矢黒　敦志

スポーツ市民局市民生活部広聴課長 環境局環境企画部環境企画課長 小川　勉

スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ
施設室長

中川土木事務所長 花木　哲哉

スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ
戦略室長

教育委員会事務局教務部主幹（教職員定
数・給与等担当）

野村　直弘

スポーツ市民局スポーツ推進部主幹（ア
ジアパラ競技大会に係るスポーツ施策の
調整担当）

健康福祉局障害福祉部障害者支援課推進
係長

筧　賢二

経済局産業労働部産業企画課長 経済局イノベーション推進部次世代産業
振興課長

水谷　真

経済局産業労働部労働企画室長 千種区区政部企画経理室長 黒田　徹生

経済局産業労働部中小企業振興課長 中央卸売市場本場業務課長 廣田　耕治

経済局商業・流通部主幹（大店立地担
当）

経済局付主幹（公益財団法人名古屋産業
振興公社派遣）

虎澤　浩章

経済局商業・流通部市場流通室長 経済局産業労働部労働企画室長 田川　哲哉

中央卸売市場本場管理課長 経済局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長

白井　尚
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[ 課　長　級 ]

中央卸売市場本場業務課長 工業研究所総務課事務係長 松下　健志

中央卸売市場南部市場主幹（施設長寿命
化の推進担当）

上下水道局建設部施設課建築係長 加納　昭一

経済局イノベーション推進部次世代産業
振興課長

総務局職員部人材育成・コンプライアン
ス推進室長

臼井　佐枝子

工業研究所支援総括室長 工業研究所主幹（技術支援担当） 柘植　弘安

工業研究所主幹（技術支援担当） 経済局主任研究員 斉藤　直希

工業研究所主幹（共同研究等の企画調整
担当）

工業研究所システム技術部生産システム
研究室長

真鍋　孝顯

工業研究所主幹（先進技術支援担当） 経済局主任研究員 加藤　雅章

工業研究所システム技術部生産システム
研究室長

工業研究所システム技術部計測技術研究
室長

夏目　勝之

工業研究所システム技術部計測技術研究
室長

工業研究所主幹（共同研究等の企画調整
担当）

髙橋　文明

工業研究所材料技術部表面技術研究室長 経済局付主幹（公益財団法人名古屋産業
振興公社派遣）

松井　則男

工業研究所材料技術部環境・有機材料研
究室長

工業研究所主幹（先進技術支援担当） 山口　浩一

工業研究所材料技術部信頼性評価研究室
長

工業研究所材料技術部環境・有機材料研
究室長

大岡　千洋

経済局付主幹（公益財団法人名古屋産業
振興公社派遣）

総務局行政部情報化推進課情報化企画係
長

中神　勇樹

経済局付主幹（公益財団法人名古屋産業
振興公社派遣）

経済局主任研究員 八木橋　信

観光文化交流局観光交流部国際交流課長 観光文化交流局観光交流部主幹（多文化
共生・国際貢献担当）

山田　茂喜

観光文化交流局観光交流部主幹（多文化
共生・国際貢献担当）

観光文化交流局付主幹（公益財団法人名
古屋市文化振興事業団派遣）

伊藤　友理

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担当）

住宅都市局建築指導部主幹（建築相談担
当）

安藤　修一

観光文化交流局観光交流部主幹（Ｇ７誘
致等に係る企画調整担当）

観光文化交流局総務課庶務係長 阿部　雄一

観光文化交流局文化歴史まちづくり部文
化芸術推進課長

観光文化交流局文化歴史まちづくり部文
化振興室長

徳永　智明

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担当）

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地
建築係長

岡田　孝光

観光文化交流局文化歴史まちづくり部歴
史まちづくり推進室長

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担当）

野口　知愛

名古屋城総合事務所管理活用課長 財政局財政部主幹（資産経営に係る企画
調整担当）

足立　精一
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観光文化交流局付主幹（公益財団法人名
古屋市文化振興事業団派遣）

交通局桜通線駅務区長 永井　祐司

環境局総務課長 環境局地域環境対策部地域環境対策課長 磯部　正樹

環境局職員課長 環境局施設部施設課長 野田　浩行

環境局環境企画部環境企画課長 環境局地域環境対策部大気環境対策課長 久田　浩一

環境局環境企画部主幹（環境教育担当） 環境局環境企画部環境企画課環境企画係
長

齋藤　牧

環境局環境企画部主幹（生物多様性の保
全担当）

緑政土木局企画経理課経理係長 伊藤　隆之

環境局環境企画部脱炭素社会推進課長 環境局環境企画部低炭素都市推進課長 平野　恵嗣

環境局地域環境対策部地域環境対策課長 環境科学調査センター所長 太田　みちる

環境局地域環境対策部主幹（環境影響評
価・化学物質担当）

港区保健福祉センター公害対策室長 川瀨　弘靖

環境局地域環境対策部大気環境対策課長 環境局地域環境対策部主幹（環境影響評
価・化学物質担当）

堀田　裕之

環境科学調査センター所長 守山環境事業所長 坂下　昌弘

環境局ごみ減量部資源化推進室長 環境局施設部主幹（処分場確保担当） 高木　聡

環境局事業部作業課長 環境局事業部主幹（路上禁煙・住居の不
良堆積物対策の推進等担当）

恒川　英樹

環境局事業部主幹（路上禁煙・住居の不
良堆積物対策の推進等担当）

南環境事業所長 香田　洋伸

千種環境事業所長 環境局総務課庶務係長 吉原　純一

昭和環境事業所長 緑環境事業所長 服部　豊

南環境事業所長 千種環境事業所長 梅村　強司

守山環境事業所長 熱田区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課民生子ども係長

山下　俊二

緑環境事業所長 環境局事業部作業課指導管理係長 加藤　友一

名東環境事業所長 環境局職員課管理係長 小林　大祐

天白環境事業所長 総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

長谷川　広樹

環境局施設部施設課長 環境局環境企画部主幹（環境教育担当） 寺西　慶徳
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新　　　　　任 旧　　　　　任 氏　　名

[ 課　長　級 ]

環境局施設部主幹（処分場確保担当） 環境局総務課企画係長 谷川　浩之

処分場長 名東環境事業所長 佐藤　春信

環境局施設部工場課長 環境局施設部主幹（建設計画担当） 寄高　正剛

環境局施設部主幹（建設計画担当） 環境局施設部主幹（南陽工場設備更新担
当）

服部　修久

環境局施設部主幹（南陽工場設備更新担
当）

環境局施設部工場課工場管理係長 櫻木　越史

猪子石工場長 五条川工場整備係長 田辺　聡

大江破砕工場長 環境局施設部施設課主査（処分場確保担
当）

兼重　隆

五条川工場長 環境局地域環境対策部大気環境対策課交
通環境対策係長

鈴木　寛

健康福祉局総務課長 健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課長 大須賀　竜一

健康福祉局高齢福祉部主幹（持続可能な
敬老パス制度の構築担当）

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
に係る調整担当）

原　優介

健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課長 健康福祉局高齢福祉部主幹（持続可能な
敬老パス制度の構築担当）

玉井　良司

健康福祉局高齢福祉部介護保険課長 健康福祉局高齢福祉部主幹（事業者指導
担当）

竹中　詠子

健康福祉局高齢福祉部主幹（事業者指導
担当）

健康福祉局健康部主幹（がん対策・食育
推進等担当）

加藤　純一

健康福祉局障害福祉部主幹（総合リハビ
リテーションセンターのあり方検討担
当）

健康福祉局総務課企画係長 上田　基和

健康福祉局障害福祉部障害者支援課長 スポーツ市民局スポーツ推進部主幹（ア
ジアパラ競技大会に係るスポーツ施策の
調整担当）

新美　貴久

知的障害者更生相談所長 衛生研究所疫学情報部長 森　紀之

精神保健福祉センター副所長 中川区富田支所区民生活課市民係長 宇佐美　寿江

健康福祉局生活福祉部主幹（厚生院に係
る総合調整担当）

健康福祉局生活福祉部主幹（厚生院のあ
り方検討担当）

黒坂　貴光

健康福祉局生活福祉部主幹（保険年金シ
ステム再構築等担当）

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務係
長

荒木　敦

健康福祉局生活福祉部主幹（収納対策担
当）

西区区政部総務課庶務係長 近藤　真司

健康福祉局生活福祉部医療福祉課長 健康福祉局障害福祉部障害者支援課長 青島　史枝

健康福祉局生活福祉部主幹（高齢者の保
健事業と介護予防の一体的実施に係る企
画調整担当）

子ども青少年局子育て支援部子育て支援
課母子保健係長

長沼　裕子
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新　　　　　任 旧　　　　　任 氏　　名

[ 課　長　級 ]

厚生院管理部主幹（厚生院に係る企画調
整担当）

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

若井　貴志

厚生院附属病院検査科技師長 瑞穂区保健福祉センター保健予防課長 井上　達也

厚生院附属病院看護部長 　　（　採　　　用  ） 嶋田　英子

健康福祉局健康部主幹（中央看護専門学
校に係る総合調整担当）

健康福祉局健康部主幹（陽子線がん治療
施設事業・中央看護専門学校に係る総合
調整担当）

武藤　吉晃

健康福祉局健康部主幹（中央看護専門学
校に係る総合調整担当）

中央看護専門学校教務課長 田中　直美

健康福祉局健康部主幹（がん対策・食育
推進等担当）

子ども青少年局総務課管理係長 池田　元樹

健康福祉局健康部主幹（公衆衛生看護担
当）

緑区保健福祉センター保健予防課長 上田　いせの

健康福祉局健康部医療連携推進室長 総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

木村　充江

健康福祉局健康部環境薬務課長 港区保健福祉センター健康安全課長 白橋　秀明

健康福祉局健康部食品衛生課長 食肉衛生検査所長 村松　智恵子

中央看護専門学校管理課長 健康福祉局新型コロナウイルス感染症対
策部感染症対策室長

中村　誠一郎

中央看護専門学校教務課長 総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

上妻　由紀江

食品衛生検査所長 中川区保健福祉センター健康安全課長 山村　直紀

食肉衛生検査所長 東区保健福祉センター健康安全課長 横井　伸行

健康福祉局新型コロナウイルス感染症対
策部感染症対策室長

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
策担当）

志水　智美

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
策担当）

児童福祉センター中央児童相談所主幹
（児童相談所に係る企画調整担当）

鈴木　善博

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
策担当）

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

森本　隆史

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
策担当）

天白区区政部地域力推進室地域力推進係
長

米田　善洋

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
策担当）

天白区保健福祉センター主幹（健康安全
に係る特命事項の処理担当）

楫屋　和紀

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
策担当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルス感染症対策に係

滝　仁志

る保健センターの支援担当）

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
策担当）

天白消防署警防地域第二課長 川村　浩二
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新　　　　　任 旧　　　　　任 氏　　名

[ 課　長　級 ]

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担当）

守山区志段味支所区民生活課長 岩崎　靖

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
に係る調整担当）

中区区政部総務課庶務係長 宮地　晃浩

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
に係る調整担当）

健康福祉局職員課管理係長 小場谷　光裕

衛生研究所業務課長 中区保健福祉センター環境薬務室長 内藤　一夫

衛生研究所疫学情報部長 食品衛生検査所微生物検査係長 加藤　雅也

衛生研究所生活環境部長 　　（　再　任　用　） 大野　浩之

子ども青少年局総務課長 子ども青少年局企画経理課長 加藤　清嗣

子ども青少年局企画経理課長 市長室広報課長 水野　健二

子ども青少年局子育て支援部子ども福祉
課長

子ども青少年局子育て支援部主幹（施設
の整備・民間移管等担当）

松岡　康弘

子ども青少年局子育て支援部主幹（施設
の整備・民間移管等担当）

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に係る特命事項
の処理担当）

柴田　英樹

児童福祉センター中央児童相談所主幹
（児童相談所に係る企画調整担当）

子ども青少年局子育て支援部子ども福祉
課子ども施設係長

長谷川　卓司

児童福祉センター中央児童相談所主幹
（緊急介入・児童虐待に係る相談援助等
担当）

名東区区政部地域力推進室地域力推進係
長

横井　秀樹

児童福祉センター中央療育センター副所
長

子ども青少年局保育部保育運営課保育運
営係長

永田　靖典

児童福祉センター発達障害者支援セン
ター所長

　　（　採　　　用  ） 堀　未来

子ども青少年局保育部保育企画室長 子ども青少年局子ども未来企画部放課後
事業推進室長

生田　啓一

子ども青少年局保育部主幹（待機児童対
策担当）

子ども青少年局保育部主幹（保育所の民
間移管担当）

長谷川　友慎

子ども青少年局保育部主幹（保育所の民
間移管担当）

教育委員会事務局総務部教育環境計画室
主査（子どもいきいき学校づくり担当）

小黒　伸

内山保育園長 島田第一保育園長 古田　美津子

北保育園長 軍水保育園長 温　優子

上飯田保育園長 上飯田南保育園長 相澤　京子

軍水保育園長 上ノ池保育園長 野村　悦子

正色保育園長 宝保育園長 田中　千春
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[ 課　長　級 ]

宝保育園長 大池保育園長 佐々木　律子

大森保育園長 東丘保育園長 横江　万知代

牧野池保育園長 大森保育園長 中村　祐美恵

島田第一保育園長 正色保育園長 山岡　真由実

子ども青少年局子ども未来企画部放課後
事業推進室長

子ども青少年局保育部主幹（待機児童対
策担当）

高須　正和

住宅都市局総務課長 住宅都市局住宅部住宅整備課長 柘植　修

住宅都市局企画経理課長 住宅都市局都市整備部主幹（志段味総合
整備担当）

永原　誠

住宅都市局主幹（企画調整担当） 住宅都市局企画経理課経理係長 長嶋　亙

住宅都市局監理指導室長 住宅都市局建築指導部開発指導課長 大石　一成

住宅都市局都市計画部街路計画課長 住宅都市局都市整備部市街地整備課長 近藤　信幸

住宅都市局都市計画部主幹（自動車専用
道路担当）

住宅都市局付主幹（名古屋高速道路公社
派遣）

加藤　慶一郎

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景
観推進室長

住宅都市局建築指導部建築安全推進課長 野田　浩

住宅都市局都市計画部主幹（駐車場のあ
り方検討担当）

西区区政部企画経理室長 脇田　裕二

住宅都市局都市計画部交通事業推進室長 国土交通省（国土政策局） 福田　篤史

住宅都市局営繕部営繕課長 住宅都市局営繕部主幹（教育施設建設担
当）

鈴木　善則

住宅都市局営繕部主幹（民間活力による
施設整備の推進担当）

スポーツ市民局地域振興部主幹（区役所
の庁舎営繕等担当）

佐野　幸貴

住宅都市局営繕部主幹（教育施設建設担
当）

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

西　政弘

住宅都市局建築指導部主幹（建築相談担
当）

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

脇田　泰史

住宅都市局建築指導部開発指導課長 住宅都市局都市計画部交通施設管理課長 白石　和彦

住宅都市局建築指導部建築安全推進課長 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担当）

森本　恭行

住宅都市局住宅部住宅企画課長 住宅都市局都市整備部まちづくり企画課
長

松本　直樹

住宅都市局住宅部住宅整備課長 住宅都市局住宅部住宅管理課長 中村　雅記
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[ 課　長　級 ]

住宅都市局住宅部主幹（整備計画等担
当）

会計室出納課庶務係長 日比　悟史

住宅都市局住宅部住宅管理課長 住宅都市局住宅部主幹（改良住宅管理等
担当）

杉岡　博之

住宅都市局住宅部主幹（改良住宅管理等
担当）

住宅都市局付主幹（名古屋市住宅供給公
社派遣）

松田　徹

住宅都市局都市整備部まちづくり企画課
長

住宅都市局都市整備部名港開発振興課長 前川　滋美

住宅都市局都市整備部名港開発振興課長 総務局付主幹（公益財団法人愛知・名古
屋アジア競技大会組織委員会派遣）

伊藤　剛史

住宅都市局都市整備部主幹（港関連事業
等に係る特命事項の処理担当）

名古屋港管理組合企画調整室付課長 村瀨　勝博

住宅都市局都市整備部耐震化支援室長 昭和区区政部企画経理室長 中山　晶恵

住宅都市局都市整備部市街地整備課長 大曽根北・筒井都市整備事務所長 鈴木　明廣

住宅都市局都市整備部主幹（志段味総合
整備担当）

住宅都市局付主幹（名古屋港管理組合派
遣）

加賀谷　歩三

住宅都市局都市整備部アジア競技大会選
手村後利用開発推進室長

住宅都市局付主幹（名古屋高速道路公社
派遣）

杉村　孝明

住宅都市局都市整備部主幹（アジア競技
大会選手村後利用に係る民間開発の推進
担当）

緑区区政部企画経理室長 瀨戸　雅紀

大曽根北・筒井都市整備事務所長 大曽根北・筒井都市整備事務所主幹（葵
地区整備担当）

髙橋　茂男

大曽根北・筒井都市整備事務所主幹（筒
井地区整備担当）

住宅都市局付主幹（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

舟橋　正規

大曽根北・筒井都市整備事務所主幹（葵
地区整備担当）

住宅都市局付主幹（陸前高田市派遣） 近藤　真司

緑都市整備事務所長 緑都市整備事務所主幹（大高・築地等地
区整備担当）

厚味　隆

緑都市整備事務所主幹（大高・築地等地
区整備担当）

住宅都市局付主幹（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

榎本　和章

住宅都市局リニア関連都心開発部都心ま
ちづくり課長

住宅都市局住宅部住宅企画課長 岩崎　哲也

住宅都市局リニア関連都心開発部リニア
関連・名駅周辺開発推進課長

住宅都市局営繕部営繕課長 鶴田　法仁

住宅都市局リニア関連都心開発部名駅
ターミナル整備室長

住宅都市局リニア関連都心開発部主幹
（名駅ターミナル機能強化担当）

伊東　秀晃

住宅都市局リニア関連都心開発部主幹
（名駅ターミナル事業調整担当）

緑政土木局道路建設部道路建設課立体交
差係長

伊藤　博義

ささしまライブ２４総合整備事務所長 住宅都市局都市計画部主幹（自動車専用
道路担当）

坂廼辺　浩

住宅都市局付主幹（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

住宅都市局営繕部企画保全課事務総括係
長

阿部　孝行
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住宅都市局付主幹（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

住宅都市局リニア関連都心開発部都心ま
ちづくり課企画係長

白木　祐次

住宅都市局付主幹（名古屋高速道路公社
派遣）

住宅都市局営繕部設備課電気第一係長 前　誠司

住宅都市局付主幹（名古屋高速道路公社
派遣）

住宅都市局都市計画部街路計画課高速道
路係長

越野　章

住宅都市局付主幹（名古屋高速道路公社
派遣）

総務局付主幹（中部国際空港株式会社派
遣）

河村　幸宏

住宅都市局付主幹（名古屋市住宅供給公
社派遣）

住宅都市局総務課管理係長 佐藤　史朗

住宅都市局付主幹（名古屋臨海高速鉄道
株式会社派遣）

交通局営業本部安全監理部安全監理課安
全対策推進係長

山田　和之

住宅都市局付主幹（名古屋港管理組合派
遣）

緑区区政部地域力推進室地域力推進係長 奥村　善

緑政土木局主幹（企画担当） 緑政土木局河川部主幹（施設管理・調整
担当）

田邉　一樹

緑政土木局主幹（道路等の危機管理・水
防担当）

緑政土木局企画経理課主査（道路等に係
る連絡調整担当）

井藤　充

千種土木事務所副所長 緑政土木局路政部主幹（測量担当） 大澤　健

東土木事務所長 千種土木事務所副所長 保田　佳彦

北土木事務所長 守山土木事務所長 磯村　直宏

西土木事務所副所長 中川区区政部地域力推進室長 村瀨　伸一

昭和土木事務所副所長 緑政土木局緑地部緑地管理課管理係長 甲斐　隆宏

瑞穂土木事務所副所長 緑政土木局路政部道路維持課維持計画係
長

中村　ユリ

熱田土木事務所長 緑政土木局道路建設部主幹（橋梁担当） 幅　明央

中川土木事務所長 南土木事務所長 安田　秀明

中川土木事務所副所長 中土木事務所維持第二係長 太田　幹夫

港土木事務所副所長 緑政土木局路政部主幹（測量担当） 伊東　新治

南土木事務所長 東土木事務所長 鳥原　正太郎

守山土木事務所長 緑政土木局主幹（道路等の危機管理・水
防担当）

藤岡　丈夫

守山土木事務所副所長 緑政土木局企画経理課企画係長 武藤　圭司
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緑土木事務所副所長 緑政土木局緑地部緑地維持課維持係長 逵　勝司

名東土木事務所副所長 緑政土木局緑地部緑地事業課整備係長 松島　理也

天白土木事務所副所長 中川土木事務所副所長 石田　正嗣

緑政土木局路政部道路管理課長 東山総合公園管理課長 佐野　博臣

緑政土木局路政部道路利活用課長 住宅都市局リニア関連都心開発部主幹
（名駅ターミナル事業調整担当）

太田　秀樹

緑政土木局路政部主幹（測量担当） 緑政土木局道路建設部道路建設課橋梁計
画係長

増田　進一

緑政土木局路政部主幹（測量担当） 緑政土木局技術指導課指導検査係長 森下　直樹

緑政土木局路政部道路維持課長 緑政土木局路政部道路利活用課長 加藤　道哉

緑政土木局路政部主幹（整備担当） 緑政土木局河川部河川工務課維持係長 岡田　善夫

緑政土木局道路建設部主幹（特定用地担
当）

緑政土木局緑地部主幹（みどりの用地担
当）

髙島　健

緑政土木局道路建設部道路建設課長 総務局総合調整部空港対策室長 岩本　隆裕

緑政土木局道路建設部主幹（橋梁担当） 緑政土木局路政部主幹（整備担当） 佐橋　友裕

緑政土木局河川部河川計画課長 スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ
施設室長

彦坂　修一

緑政土木局河川部河川工務課長 北土木事務所長 横井　英二

緑政土木局河川部主幹（施設管理・調整
担当）

緑政土木局路政部自転車利用課環境整備
係長

菊川　資浩

緑政土木局都市農業課長 緑政土木局路政部道路管理課長 山田　昌弘

緑政土木局緑地部主幹（施設の運営改
善・活用担当）

緑政土木局総務課庶務係長 村田　智之

緑政土木局緑地部緑地維持課長 緑政土木局緑地部緑地事業課長 岩本　渉

緑政土木局緑地部緑地事業課長 緑政土木局緑地部緑地維持課長 中山　善博

緑政土木局緑地部主幹（みどりの用地担
当）

環境局環境企画部主幹（生物多様性の保
全担当）

松村　豊重

東山総合公園管理課長 緑政土木局緑地部主幹（施設の運営改
善・活用担当）

手塚　泰代

緑政土木局付主幹（公益財団法人なごや
建設事業サービス財団派遣）

昭和土木事務所副所長 宮﨑　磨樹
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緑政土木局付主幹（一般財団法人道路管
理センター派遣）

　　（　再　任　用　） 山中　健司

千種区区政部総務課長 千種区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課長

伊藤　尚夫

千種区区政部企画経理室長 中区区政部市民課長 石井　健一

千種区区政部地域力推進室長 防災危機管理局主幹（地域強靱化に係る
人材育成等担当）

三品　優子

千種区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課長

千種区保健福祉センター福祉部保険年金
課長

清水　勇次

千種区保健福祉センター福祉部保険年金
課長

昭和区保健福祉センター福祉部保険年金
課管理係長

鬼頭　稔

千種区保健福祉センター保健管理課長 守山区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課長

野村　雄洋

千種区保健福祉センター環境薬務室長 南区保健福祉センター環境薬務室長 西口　淳

東区区政部企画経理室長 総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

成瀬　陽子

東区保健福祉センター健康安全課長 南区保健福祉センター保健予防課主査
（医務担当）

野呂　優樹

東区保健福祉センター主幹（健康安全に
係る特命事項の処理担当）

東山動物園指導衛生係長 白木　康雄

東区保健福祉センター保健予防課長 守山区保健福祉センター保健予防課長 椿原　孝弘

北区区政部総務課長 財政局税務部固定資産税課長 横江　正幸

北区保健福祉センター福祉部民生子ども
課長

昭和区保健福祉センター保健予防課長 日比野　恵美

北区保健福祉センター福祉部福祉課長 北区楠支所区民福祉課長 坂井　勝弘

北区保健福祉センター福祉部保険年金課
長

北区保健福祉センター福祉部福祉課長 数井　宏充

北区楠支所区民福祉課長 児童福祉センター中央児童相談所主幹
（緊急介入・児童虐待に係る相談援助等
担当）

加藤　隆重

西区区政部企画経理室長 住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係
長

大久保　直樹

西区区政部地域力推進室長 西区保健福祉センター福祉部保険年金課
長

嶋田　有香

西区区政部市民課長 西区山田支所区民生活課長 水野　勝巳

西区保健福祉センター福祉部民生子ども
課長

西区区政部地域力推進室長 髙田　政典

西区保健福祉センター福祉部保険年金課
長

西区区政部市民課長 稲木　千尋
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西区保健福祉センター健康安全課長 中区保健福祉センター保健予防課主査
（医務担当）

田邊　裕

西区保健福祉センター主幹（健康安全に
係る特命事項の処理担当）

昭和区保健福祉センター主幹（健康安全
に係る特命事項の処理担当）

林　圭子

西区山田支所区民生活課長 栄市税事務所固定資産税課長 千賀　博通

中村区区政部総務課長 中村区区政部地域力推進室長 青木　常敏

中村区区政部企画経理室長 住宅都市局付主幹（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

金井塚　文人

中村区区政部地域力推進室長 中村区区政部企画経理室長 三世　時久

中村区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課長

中村区保健福祉センター福祉部福祉課長 熊谷　進

中村区保健福祉センター福祉部主幹（生
活保護担当）

健康福祉局健康部健康増進課推進係長 古山　健太郎

中村区保健福祉センター福祉部福祉課長 中区保健福祉センター福祉部福祉課高齢
福祉係長

伊藤　千秋

中村区保健福祉センター環境薬務室長 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
策担当）

浅井　慶太

中区区政部市民課長 天白区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課民生子ども係長

松本　美樹

中区保健福祉センター環境薬務室長 衛生研究所業務課長 坂野　英男

昭和区区政部総務課長 昭和区保健福祉センター福祉部保険年金
課長

田宮　由美

昭和区区政部企画経理室長 北区区政部総務課庶務係長 可児　成基

昭和区区政部市民課長 中川区富田支所区民生活課長 大澤　しほ美

昭和区保健福祉センター福祉部保険年金
課長

熱田区保健福祉センター福祉部福祉課長 高木　優行

昭和区保健福祉センター健康安全課長 西区保健福祉センター健康安全課長 柘植　洋茂

昭和区保健福祉センター保健予防課長 瑞穂区保健福祉センター保健予防課保健
感染症係長

岡部　敬子

瑞穂区区政部総務課長 瑞穂区区政部地域力推進室長 河内　英男

瑞穂区区政部地域力推進室長 科学館総務課長 川口　秀保

瑞穂区保健福祉センター保健予防課長 昭和区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課保護係長

畑中　恵巳子

熱田区保健福祉センター福祉部福祉課長 緑区保健福祉センター福祉部福祉課長 安藤　美香
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熱田区保健福祉センター保健予防課長 なごや人権啓発センター所長 菱田　正実

中川区区政部企画経理室長 西土木事務所副所長 渡邊　智彦

中川区区政部地域力推進室長 中川区区政部企画経理室長 鈴木　まどか

中川区保健福祉センター健康安全課長 食品衛生検査所長 滝川　武

中川区保健福祉センター保健予防課長 健康福祉局健康部主幹（公衆衛生看護担
当）

藤原　啓子

中川区富田支所区民生活課長 天白環境事業所長 塩谷　和久

港区区政部総務課長 港区保健福祉センター福祉部福祉課長 大原　弘明

港区区政部企画経理室長 総務局企画部統計課統計調査係長 小河内　雅行

港区区政部地域力推進室長 港区保健福祉センター保健予防課長 吉田　尚司

港区区政部市民課長 昭和環境事業所長 紀藤　康一

港区保健福祉センター福祉部民生子ども
課長

港区区政部市民課長 大野　宏之

港区保健福祉センター福祉部福祉課長 財政局総務課管理係長 杉藤　由巳子

港区保健福祉センター健康安全課長 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
策担当）

片山　幸

港区保健福祉センター主幹（健康安全に
係る特命事項の処理担当）

名東区保健福祉センター主幹（健康安全
に係る特命事項の処理担当）

太田　淳児

港区保健福祉センター公害対策室長 名東区保健福祉センター公害対策室長 吉開　真紀

港区保健福祉センター保健予防課長 スポーツ市民局市民生活部消費生活課相
談係長

安原　貴子

港区南陽支所区民福祉課長 中川区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課保護係長

松山　徳仁

南区区政部市民課長 スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住
民係長

金森　伸裕

南区保健福祉センター主幹（健康安全担
当）

中川区保健福祉センター健康安全課主査
（食品衛生・動物愛護等担当）

森　弥生

南区保健福祉センター環境薬務室長 千種区保健福祉センター環境薬務室長 嶋貫　徹

南区保健福祉センター公害対策室長 環境局地域環境対策部大気環境対策課大
気騒音係長

菱井　麻矢

守山区区政部企画経理室長 住宅都市局主幹（企画調整担当） 坂本　綾子
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守山区区政部市民課長 守山区区政部企画経理室長 伊藤　葉子

守山区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課長

東区保健福祉センター保健予防課長 佐藤　彰

守山区保健福祉センター保健予防課長 健康福祉局健康部健康増進課主査（公衆
衛生看護担当）

荒川　緑

守山区志段味支所区民生活課長 スポーツ市民局地域振興部住民課町名表
示係長

鶴田　智

守山区志段味支所区民福祉課長 総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

大薮　祐輔

緑区区政部企画経理室長 大曽根北・筒井都市整備事務所主幹（筒
井地区整備担当）

花田　彰紀

緑区保健福祉センター福祉部福祉課長 緑区保健福祉センター福祉部保険年金課
長

内山　伊智朗

緑区保健福祉センター福祉部保険年金課
長

児童福祉センター中央療育センター副所
長

桑原　浩彰

緑区保健福祉センター保健予防課長 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
策担当）

片岡　拓也

名東区区政部地域力推進室長 名東区区政部市民課長 間下　武司

名東区区政部市民課長 守山区区政部総務課庶務係長 鈴木　康司

名東区保健福祉センター公害対策室長 南区保健福祉センター公害対策室長 足立　純一

名東区保健福祉センター保健予防課長 東区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

榊原　康人

名東区保健福祉センター主幹（健康安全
に係る特命事項の処理担当）

南区保健福祉センター主幹（健康安全担
当）

伊藤　範彦

天白区区政部市民課長 南区区政部総務課庶務係長 白木　一朗

天白区保健福祉センター福祉部保険年金
課長

天白区区政部市民課長 須藤　喜巳

天白区保健福祉センター主幹（健康安全
に係る特命事項の処理担当）

瑞穂区保健福祉センター健康安全課主査
（食品衛生・動物愛護等担当）

上田　早穂

市会事務局総務課長 市会事務局議事課長 横山　大

市会事務局議事課長 市会事務局調査課長 大河内　剛

市会事務局調査課長 教育委員会事務局総務部教育環境計画室
長

荒木　宗貴

監査事務局監査第二課長 ささしま市税事務所市民税課長 高橋　正彦

監査事務局工事監査室長 ささしまライブ２４総合整備事務所長 奥谷　伸幸
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人事委員会事務局任用課長 環境局ごみ減量部資源化推進室長 山本　道子

教育委員会事務局総務部総務課長 教育委員会事務局総務部学校整備課長 小川　真一

教育委員会事務局総務部主幹（調査担
当）

教育委員会事務局総務部総務課人事係長 清水　寿弥

教育委員会事務局総務部教育環境計画室
長

教育委員会事務局生涯学習部主幹（図書
館改革の推進担当）

酒井　隆一

教育委員会事務局総務部主幹（子どもい
きいき学校づくり担当）

教育委員会事務局教務部教職員課管理第
一係長

碓氷　義行

教育委員会事務局総務部学校整備課長 教育委員会事務局教務部学事課長 東海林　稔

教育委員会事務局教務部教職員課長 教育委員会事務局首席管理主事 山中　琢也

教育委員会事務局教務部主幹（教職員定
数・給与等担当）

南区区政部市民課長 石川　英樹

教育委員会事務局教務部学事課長 教育委員会事務局生涯学習部部活動振興
室長

津田　淳一郎

学校事務センター所長 　　（　再　任　用　） 坪井　浩司

教育委員会事務局新しい学校づくり推進
部新しい学校づくり推進室長

教育委員会事務局指導部主幹（学校教育
に係る企画調整担当）

平松　伯文

教育委員会事務局新しい学校づくり推進
部主幹（学校における働き方改革担当）

教育委員会事務局総務部主幹（子どもい
きいき学校づくり担当）

伊藤　孝直

教育委員会事務局新しい学校づくり推進
部主幹（教育相談体制担当）

総務局職員部主幹（内部統制等担当） 櫻井　景子

教育委員会事務局新しい学校づくり推進
部子ども応援室長

教育委員会事務局総務部主幹（調査担
当）

平松　伸晃

教育委員会事務局指導部指導室長 教育委員会事務局首席指導主事 笹口　真

教育委員会事務局指導部主幹（高等学
校・幼稚園教育担当）

名古屋市立名東高等学校長 久木田　隆宏

子ども適応相談センター所長 教育委員会事務局主任指導主事 河村　知宜

教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課
長

教育センター総務課長 吉田　拓生

教育委員会事務局生涯学習部主幹（図書
館改革の推進担当）

教育委員会事務局付主幹（公益財団法人
名古屋市教育スポーツ協会派遣）

平山　暁久

教育委員会事務局生涯学習部部活動振興
室長

教育委員会事務局子ども応援委員会制度
担当部子ども応援室長

水谷　章一

北図書館長 総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

菊地　修一

西図書館長 港区南陽支所区民福祉課長 木村　美穂
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熱田図書館長 守山土木事務所副所長 岡部　克矢

中川図書館長 西図書館長 堀　淳

博物館主幹（博物館の魅力向上担当） 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担当）

竹川　修

美術館総務課長 　　（　再　任　用　） 稲葉　隆司

科学館総務課長 学校事務センター所長 池俣　賢二郎

科学館主幹（科学館の魅力向上担当） 教育委員会事務局指導部学校保健課保健
体育係長

南　雅彦

科学館主幹（天文担当） 科学館学芸課天文係長 毛利　勝廣

教育センター総務課長 教育委員会事務局子ども応援委員会制度
担当部子ども応援室子ども応援係長

杉野　直美

教育センター研修部長 教育センター研究調査部長 大橋　一夫

教育センター研究調査部長 教育委員会事務局主任指導主事 中川　力

教育センター学校情報化支援部長 名古屋市立宮根小学校長 福井　一道

教育委員会事務局付主幹（公益財団法人
名古屋市教育スポーツ協会派遣）

教育委員会事務局指導部指導室事務係長 鈴木　昌泰

消防局消防部消防課長 防災危機管理局危機対策室長 水野　角栄

消防局救急部救急課長 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
策担当）

東　昇生

農業委員会事務局港農政課長 名東土木事務所副所長 平手　利彦

上下水道局総務部総務課長 上下水道局総務部防災危機管理室長 柴田　葉二

上下水道局総務部防災危機管理室長 上下水道局総務部人材育成推進室長 歯黒　彰

上下水道局総務部主幹（防災・危機管理
の企画・調整担当）

上下水道局北部管路センター主幹（管路
施工管理総括担当）

堀口　茂

上下水道局総務部人材育成推進室長 上下水道局企画経理部広報サービス課長 忠田　ゆかり

上下水道局総務部主幹（研修施設整備担
当）

上下水道局東部営業センター主幹（営業
センター業務の調整担当）

中村　一登

上下水道局企画経理部主幹（技術調整・
国際協力担当）

上下水道局計画部水道計画課計画係長 小島　昇

上下水道局企画経理部主幹（資金・財政
計画担当）

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

伊藤　大介
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上下水道局企画経理部広報サービス課長 上下水道局企画経理部資産活用課長 佐藤　竹里

上下水道局企画経理部資産活用課長 上下水道局東部営業センター長 原口　慎也

上下水道局企画経理部情報企画推進課長 上下水道局企画経理部情報システム課長 柴田　重虎

上下水道局企画経理部主幹（デジタル改
革推進担当）

上下水道局営業部主幹（受付センターの
運営・営業システムの総合調整担当）

鵜飼　啓介

上下水道局営業部主幹（営業所業務の企
画・調整担当）

上下水道局計画部主幹（水に係る施策の
調整担当）

関嶋　洋介

上下水道局営業部主幹（受付センターの
運営・営業システムの総合調整担当）

上下水道局企画経理部経理課水道経理係
長

石野　浩之

上下水道局東部営業センター長 上下水道局東部営業センター主幹（営業
センター業務の調整担当）

荻野　剛史

上下水道局東部営業センター副センター
長

上下水道局瑞穂営業所副所長 辻本　章

上下水道局北営業所副所長 上下水道局総務部労務課労務係長 吉田　太陽

上下水道局中村営業所長 上下水道局西部打出水処理事務所副所長 牧　俊広

上下水道局緑営業所長 上下水道局付主幹（名古屋上下水道総合
サービス株式会社派遣）

真杉　厚智

上下水道局計画部下水道計画課長 上下水道局建設部工務課長 河合　克敏

上下水道局計画部主幹（新事業推進担
当）

上下水道局計画部下水道計画課計画第一
係長

野杁　貴博

上下水道局計画部主幹（下水道施設の改
築に係る事業調整担当）

上下水道局計画部主幹（新事業推進担
当）

池之上　貞治

上下水道局計画部主幹（水に係る施策の
調整担当）

上下水道局企画経理部主幹（資金・財政
計画担当）

北村　剛士

上下水道局計画部水道計画課長 上下水道局施設部浄水管理調整室長 渡部　健一

上下水道局計画部技術開発室長 上下水道局緑営業所長 武田　智広

上下水道局建設部工務課長 上下水道局南部管路センター長 田中　考二

上下水道局建設部主幹（大規模施設建設
の設計・工事調整・安全監理対策担当）

上下水道局建設部工務課設計第一係長 多和田　力

上下水道局建設部施設課長 上下水道局南部宝神水処理事務所長 榎園　健一

上下水道局建設部主幹（設計・工事調整
担当）

上下水道局施設部主幹（汚泥処理処分・
事業系環境対策担当）

伊藤　彰彦

上下水道局管路部保全課長 上下水道局管路部設計第二課長 根門　晋治
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上下水道局管路部主幹（大規模開発に係
る下水管路維持管理の総合調整担当）

上下水道局管路部保全課維持係長 西山　明芳

上下水道局管路部設計第二課長 上下水道局北部管路センター長 稲田　覚史

上下水道局東部管路センター長 上下水道局西部管路センター主幹（管路
施工管理総括担当）

杉山　泰彦

上下水道局東部管路センター主幹（管路
施工管理総括担当）

上下水道局施設部主幹（工業用水担当） 池村　康成

上下水道局北部管路センター長 上下水道局西部管路センター長 安田　健一郎

上下水道局北部管路センター主幹（管路
施工管理総括担当）

上下水道局東部管路センター主幹（管路
施工管理総括担当）

安藤　良典

上下水道局西部管路センター長 上下水道局総務部主幹（防災・危機管理
の企画・調整担当）

平野　芳茂

上下水道局西部管路センター主幹（管路
施工管理総括担当）

上下水道局企画経理部主幹（技術調整・
国際協力担当）

氷室　敦

上下水道局南部管路センター長 上下水道局管路部主幹（大規模開発に係
る下水管路維持管理の総合調整担当）

鳥山　真二

上下水道局南部管路センター主幹（管路
施工管理総括担当）

上下水道局建設部主幹（大規模施設建設
の設計・工事調整・安全監理対策担当）

坂倉　満

上下水道局施設部施設管理課長 上下水道局施設部施設整備課長 小塚　俊秀

上下水道局施設部主幹（汚泥処理処分・
事業系環境対策担当）

上下水道局南部宝神水処理事務所副所長 山中　昌敏

上下水道局施設部浄水管理調整室長 上下水道局東部管路センター長 川添　勝己

上下水道局施設部主幹（工業用水担当） 上下水道局施設部浄水管理調整室浄水管
理係長

前川　洋一郎

上下水道局施設部主幹（水道水質の総合
調整担当）

上下水道局施設部水質管理課水道水質管
理係長

南　知予子

上下水道局施設部施設整備課長 上下水道局西部打出水処理事務所長 髙橋　雅彦

上下水道局施設部主幹（設備保全管理の
総合調整担当）

上下水道局東部柴田水処理事務所副所長 山崎　憲一

上下水道局春日井浄水場長 上下水道局付主幹（名古屋上下水道総合
サービス株式会社派遣）

坪井　康夫

上下水道局東部柴田水処理事務所長 上下水道局施設部主幹（設備保全管理の
総合調整担当）

小材　新一

上下水道局東部柴田水処理事務所副所長 上下水道局施設部水質管理課処理水質管
理係長

土居　忠幸

上下水道局西部打出水処理事務所長 上下水道局南部宝神水処理事務所主幹
（空見スラッジリサイクルセンター管理
調整担当）

大堀　信行

上下水道局西部打出水処理事務所副所長 上下水道局北営業所副所長 鈴木　誠
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上下水道局南部宝神水処理事務所長 上下水道局施設部主幹（水道水質の総合
調整担当）

坂口　哲也

上下水道局南部宝神水処理事務所副所長 上下水道局建設部主幹（設計・工事調整
担当）

松波　真也

上下水道局南部宝神水処理事務所主幹
（空見スラッジリサイクルセンター管理
調整担当）

上下水道局企画経理部経営企画課技術調
整係長

木村　悟

上下水道局付主幹（名古屋上下水道総合
サービス株式会社派遣）

上下水道局総務部契約監理課工事契約係
長

堀　和之

上下水道局付主幹（名古屋上下水道総合
サービス株式会社派遣）

上下水道局南部管路センター主幹（管路
施工管理総括担当）

峰野　成人

交通局営業本部総務部総務課長 交通局営業本部総務部労務課長 森下　亮太

交通局営業本部総務部広報広聴課長 交通局営業本部企画財務部経営企画課長 大畑　文彦

交通局営業本部総務部情報システム課長 交通局営業本部営業統括部主幹（資産の
有効活用担当）

吉川　隆敏

交通局営業本部総務部人事課長 交通局営業本部電車部運輸課長 淺倉　秀一

交通局営業本部総務部労務課長 交通局営業本部自動車部管理課長 加藤　剛

交通局営業本部安全監理部安全監理課長 交通局営業本部安全監理部人材育成課長 鈴木　佳仁

交通局営業本部安全監理部人材育成課長 交通局営業本部電車部運転指令室長 渡邉　智

交通局営業本部企画財務部経営企画課長 交通局営業本部自動車部主幹（路線計画
担当）

中根　純

交通局営業本部企画財務部主幹（経営改
善に係る総合調整担当）

交通局付主幹（株式会社名古屋交通開発
機構派遣）

中谷　進

交通局営業本部企画財務部主幹（企画調
整・外郭団体担当）

交通局技術本部施設部施設計画課計画係
長

池村　尚哉

交通局営業本部企画財務部会計課長 交通局営業本部電車部主幹（施設管理担
当）

藤原　英二

交通局営業本部営業統括部営業課長 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
に係る調整担当）

杉山　正紀

交通局営業本部営業統括部資産活用課長 交通局技術本部施設部営繕課長 濱田　祥孝

交通局営業本部営業統括部主幹（資産管
理等担当）

交通局猪高営業所長 中山　辰宣

交通局営業本部電車部運輸課長 交通局名城線南部駅務区長 安江　秀剛

交通局営業本部電車部主幹（施設管理担
当）

交通局名城線北部駅務区長 田中　将彦

交通局営業本部電車部主幹（運行計画調
整担当）

交通局営業本部企画財務部財務課主計第
一係長

堀　千景

29



新　　　　　任 旧　　　　　任 氏　　名

[ 課　長　級 ]

交通局営業本部電車部運転指令室長 交通局東山線運転区長 植松　信泉

交通局東山線駅務区長 交通局鳴尾営業所長 松原　卓也

交通局名城線北部駅務区長 交通局営業本部安全監理部安全監理課監
理係長

仁王　慶一郎

交通局名城線南部駅務区長 交通局技術本部車両電気部電車車両課管
理係長

箕形　慎太郎

交通局鶴舞線駅務区長 交通局鶴舞線運転区長 伊藤　昌宏

交通局桜通線駅務区長 瑞穂区区政部地域力推進室地域力推進係
長

村井　史朗

交通局東山線運転区長 交通局東山線駅務区長 水谷　公晴

交通局鶴舞線運転区長 交通局営業本部電車部電車運転課計画係
長

山口　文徳

交通局営業本部自動車部管理課長 交通局営業本部安全監理部安全監理課長 西角　清一

交通局営業本部自動車部主幹（路線計画
担当）

交通局如意営業所長 清水　徳幸

交通局営業本部自動車部自動車施設課長 交通局営業本部営業統括部資産活用課長 福田　弘文

交通局如意営業所長 交通局中川営業所長 野末　竜雄

交通局中川営業所長 交通局日進工場長 伊藤　洋一

交通局鳴尾営業所長 市長室広報課企画係長 梅田　智宏

交通局猪高営業所長 交通局営業本部安全監理部人材育成課自
動車研修係長

飯田　寿夫

交通局技術本部施設部施設計画課長 交通局営業本部営業統括部営業課長 林　聡

交通局技術本部施設部主幹（リニア関連
工事等調整担当）

交通局技術本部施設部工務課維持係長 稲垣　秀規

交通局技術本部施設部主幹（耐震対策等
担当）

交通局技術本部施設部主幹（耐震対策担
当）

澤木　夕紀彦

交通局技術本部施設部工務課長 交通局営業本部自動車部自動車施設課長 井上　洋

交通局技術本部施設部営繕課長 交通局施設事務所長 宇佐美　智伯

交通局技術本部施設部設備課長 交通局営業本部企画財務部主幹（企画調
整・外郭団体担当）

吉田　篤史

交通局軌道事務所長 交通局技術本部施設部主幹（リニア関連
工事等調整担当）

東　力也

30



新　　　　　任 旧　　　　　任 氏　　名

[ 課　長　級 ]

交通局施設事務所長 交通局営業本部企画財務部技術管理課技
術管理第二係長

山田　泰史

交通局日進工場長 交通局技術本部車両電気部電車車両課計
画係長

成戸　浩史

交通局電気事務所副所長 交通局技術本部車両電気部電気課電力係
長

村松　初俊

交通局付主幹（株式会社名古屋交通開発
機構派遣）

交通局営業本部電車部運輸課管理係長 土屋　清
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会計室出納課庶務係長 会計室出納課出納係長 山田　哲弘

会計室出納課改善指導係長 科学館総務課庶務係長 矢田　将之

会計室出納課出納係長 会計室出納課改善指導係長 桐山　純一

会計室審査課主査（審査担当） 財政局主事 永瀬　優也

防災危機管理局総務課経理係長 防災危機管理局地域防災室地域防災係長 深川　和哉

防災危機管理局危機管理企画室企画係長 住宅都市局リニア関連都心開発部都心ま
ちづくり課主査（栄公共空間担当）

今川　雅之

防災危機管理局危機管理企画室主査（風
水害対策担当）

上下水道局建設部工務課主査（大規模施
設建設の設計・工事調整担当）

伊勢呂　順慶

防災危機管理局危機管理企画室主査（地
域強靱化に係る人材育成等担当）

防災危機管理局主事 山口　修平

防災危機管理局想定最大規模災害対策推
進室主査（想定最大規模災害対策推進担
当）

緑政土木局技師 岩永　真一

防災危機管理局想定最大規模災害対策推
進室主査（想定最大規模災害対策推進担
当）

市長室秘書課主査（秘書担当） 加藤　呈磨

防災危機管理局危機対策室主査（新型コ
ロナウイルス感染症対策等に係る総合調
整・広報担当）

防災危機管理局危機管理企画室主査（地
域強靱化に係る人材育成等担当）

安永　早利

防災危機管理局地域防災室地域防災係長 防災危機管理局地域防災室主査（住民支
援担当）

服部　俊輔

防災危機管理局地域防災室主査（住民支
援担当）

東区区政部企画経理室主査（企画経理担
当）

市原　諒一

防災危機管理局地域防災室主査（住民支
援担当）

南区区政部総務課主査（防災担当） 天埜　智博

防災危機管理局地域防災室主査（要配慮
者対策担当）

防災危機管理局地域防災室主査（住民支
援担当）

加藤　正興

市長室秘書課主査（秘書担当） 健康福祉局主事 野澤　佑太

市長室秘書課主査（秘書担当） 総務局企画部企画課主査（企画担当） 若尾　健太郎

市長室秘書課主査（秘書担当） 子ども青少年局主事 水谷　翔

市長室広報課企画係長 防災危機管理局総務課経理係長 曽根　康信

市長室広報課広報係長 防災危機管理局危機対策室主査（新型コ
ロナウイルス感染症対策等に係る総合調
整・広報担当）

酒井　辰也

総務局総務課管理係長 総務局企画部大都市・広域行政推進室主
査（大都市・広域行政推進担当）

中根　一樹

総務局行政部法制課主査（行政不服審査
担当）

スポーツ市民局市民生活部市政情報室主
査（個人情報保護担当）

渡邉　智史
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総務局行政部デジタル改革推進課デジタ
ル改革推進係長

総務局行政部情報化推進課情報基盤管理
係長

西野　智行

総務局行政部デジタル改革推進課情報基
盤係長

総務局行政部情報化推進課主査（デジタ
ルトランスフォーメーションの推進担
当）

綱島　謙

総務局行政部デジタル改革推進課主査
（電子情報の保護対策担当）

総務局職員部人材育成・コンプライアン
ス推進室主査（監察等担当）

中村　公俊

総務局行政部デジタル改革推進課主査
（次期情報基盤の整備担当）

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

杉山　功

総務局行政部デジタル改革推進課主査
（デジタル改革に係る特命事項の処理担
当）

総務局行政部情報化推進課主査（デジタ
ル改革に係る特命事項の処理担当）

佐藤　佑樹

総務局行政部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
推進担当）

教育委員会事務局付主査 天野　望

総務局行政部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
推進担当）

総務局行政部情報化推進課主査（電子情
報の保護対策担当）

杉浦　祐子

総務局行政部デジタル改革推進課主査
（システム標準化担当）

交通局施設事務所設備第二係長 水野　渉

総務局職員部人材育成・コンプライアン
ス推進室主査（監察等担当）

子ども青少年局子ども未来企画部子ども
未来企画室主査（子育て世帯への臨時特
別給付担当）

寺田　りか

総務局職員部給与課給与係長 交通局営業本部総務部労務課給与係長 山内　寛紀

総務局職員部給与課主査（職員情報シス
テムの再構築・給与事務改善担当）

総務局付主査 小林　恭平

総務局職員部給与課労政係長 総務局職員部給与課給与係長 八本木　慎也

総務局職員部安全衛生課安全衛生係長 総務局市立大学部市立大学室主査（市立
大学担当）

鶴田　哲也

総務局企画部企画課主査（企画担当） 北区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担当）

山口　拓也

総務局企画部企画課主査（企画担当） 経済局主事 丹羽　雅士

総務局企画部企画課調査係長 総務局企画部企画課主査（企画担当） 山口　剛史

総務局企画部大都市・広域行政推進室主
査（大都市・広域行政推進担当）

総務局企画部大都市・広域行政推進室主
査（広域連携推進担当）

田渕　幹二

総務局企画部大都市・広域行政推進室主
査（広域連携推進担当）

総務局主事 冨田　優

総務局企画部統計課統計調査係長 総務局企画部統計課解析活用係長 川口　輝佳

総務局企画部統計課解析活用係長 総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

細井　和博

総務局総合調整部総合調整室調整係長 総務局総合調整部総合調整室主査（調整
担当）

鶴田　正和

総務局総合調整部総合調整室主査（大学
連携等担当）

総務局主事 南　彩
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総務局総合調整部総合調整室主査（公民
連携推進に係る企画調整担当）

総務局総合調整部総合調整室主査（大学
連携等担当）

宮島　佑始

総務局総合調整部総合調整室主査（公民
連携推進に係る企画調整担当）

市長室主事 林　遼平

総務局総合調整部アジア競技大会推進室
主査（広報・事業調整担当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルス感染症の軽症者

酒井　恵介

等宿泊療養施設担当）

総務局総合調整部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担
当）

教育委員会事務局総務部学校整備課主査
（学校施設リフレッシュプランの推進担
当）

八木　信行

総務局総合調整部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担
当）

総務局総合調整部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
事項の処理担当）

中田　祐輔

総務局総合調整部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担
当）

子ども青少年局保育部保育企画室主査
（幼児教育・保育無償化に係る調整担
当）

浅野　博光

総務局総合調整部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担
当）

総務局主事 宮下　大佑

総務局総合調整部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担
当）

交通局営業本部総務部広報広聴課主査
（広報業務に関する総合調整担当）

吉岡　朋啓

総務局総合調整部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担
当）

住宅都市局都市整備部まちづくり企画課
主査（金山まちづくり担当）

阪本　浩一

総務局総合調整部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担
当）

総務局技師 岩田　義之

総務局市立大学部市立大学室主査（市立
大学担当）

総務局行政部行政改革推進室主査（行政
評価等担当）

吉兼　健太

東京事務所主査（総括担当） 東京事務所主査（調査担当） 柳　翔太郎

東京事務所主査（調査担当） 総務局主事 佐藤　幹子

総務局付主査（職員共済事務） 中村環境事業所指導管理係長 柘植　康甫

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

健康福祉局総務課経理係長 若尾　修一

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局主事 入江　尚宏

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局付主査 布施　綾

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

中村区保健福祉センター福祉部福祉課障
害福祉係長

冨野　龍太

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

上下水道局北営業所主査（徴収関係事務
担当）

豊澤　梓

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

財政局主事 穗積　泰介

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局主事 服部　岳理
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総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

人事委員会事務局主事 清水　俊成

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局主事 岩田　朝美

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局主事 嶋﨑　圭一

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局看護師 時田　美穂

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

子ども青少年局保育部保育企画室主査
（待機児童対策担当）

山田　祐嗣

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局看護師 梅村　加奈子

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局作業療法士 飯田　尚子

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局薬剤師 工藤　正治

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局看護師 吉住　拓郎

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

交通局技師 山田　洋平

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局理学療法士 高岡　真司

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局看護師 岩越　忍

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局診療放射線技師 吉川　知孝

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局看護師 井村　晴美

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

天白区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

髙橋　豊茂

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局看護師 河合　真紀

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

千種区保健福祉センター保健管理課主査
（医療安全担当）

宮地　重徳

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局看護師 木下　ユキエ

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

総務局看護師 小出　真由美

財政局総務課庶務係長 財政局税務部税制課税制係長 鎌倉　あい

財政局総務課主査（企画経理担当） 東山総合公園管理課主査（営業施設担
当）

坂野　友洋

財政局総務課管理係長 財政局財政部資産経営戦略室活用促進係
長

江口　俊輔
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財政局財政部財政課財政調査係長 財政局財政部資金課資金係長 塘口　大輔

財政局財政部財政課主査（予算に係る企
画調整等担当）

財政局主事 四宮　研

財政局財政部財政課主査（予算に係る企
画調整等担当）

交通局営業本部企画財務部財務課主査
（資金・財政計画担当）

伊藤　亮太

財政局財政部財政課主査（財政健全化等
担当）

財政局財政部財政課主査（予算に係る企
画調整等担当）

舟橋　武志

財政局財政部資金課資金係長 財政局財政部財政課財政調査係長 日比野　智洋

財政局財政部資産経営戦略室主査（用地
担当）

財政局主事 棚橋　篤良

財政局財政部資産経営戦略室活用促進係
長

財政局財政部資産経営戦略室主査（資産
経営に係る企画調整担当）

土田　広幸

財政局財政部資産経営戦略室主査（資産
経営に係る企画調整担当）

財政局付主査（名古屋競輪組合派遣） 森下　裕介

財政局財政部資産経営戦略室主査（資産
経営に係る企画調整担当）

住宅都市局技師 伊藤　寛子

財政局財政部資産経営戦略室主査（再編
整備事業推進担当）

総務局主事 田本　貴昭

財政局契約部契約課主査（総合評価等担
当）

緑政土木局主事 大島　隆稔

財政局税務部税制課税制係長 財政局財政部財政課主査（財政健全化等
担当）

虫鹿　定男

財政局税務部税務システム推進課システ
ム企画係長

財政局税務部税務システム整備室主査
（税務システム再構築・事務改善担当）

鈴木　充

財政局税務部税務システム推進課システ
ム管理係長

財政局税務部収納対策課徴収指導係長 大橋　勇太

財政局税務部税務システム推進課主査
（税務事務のデジタル化の推進・事務改
善担当）

財政局主事 増川　浩大

財政局税務部税務システム推進課主査
（市税事務所移転・事務改善担当）

財政局税務部税務システム整備室主査
（市税事務所移転・事務改善担当）

關本　雄介

財政局税務部固定資産税課資産係長 財政局税務部固定資産税課土地係長 秋田　幸範

財政局税務部固定資産税課土地係長 金山市税事務所固定資産評価室主査（仮
換地課税担当）

松井　孝征

財政局税務部収納対策課収納対策係長 財政局税務部税務システム整備室主査
（税務システム再構築・事務改善担当）

横山　栄二

財政局税務部収納対策課徴収指導係長 財政局税務部収納対策課主査（徴収指導
担当）

飯田　悠介

財政局税務部収納対策課主査（徴収指導
担当）

財政局税務部収納対策課主査（債権管理
に係る企画調整担当）

服部　真二

財政局税務部収納対策課主査（債権管理
に係る企画調整担当）

健康福祉局監査課主査（債権管理の推進
担当）

大竹　晃史
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収納管理・特別徴収事務センター収納管
理係長

子ども青少年局企画経理課主査（債権管
理の推進担当）

溝口　智丈

栄市税事務所管理課管理係長 金山市税事務所管理課管理係長 水野　英宏

栄市税事務所管理課主査（税務窓口担
当）

上下水道局主事 倉谷　裕子

栄市税事務所管理課主査（税務窓口担
当）

熱田区主事 岩永　洋子

栄市税事務所徴収課納税係長 栄市税事務所市民税課個人市民税第一係
長

藤田　亮

栄市税事務所徴収課主査（納税担当） 栄市税事務所徴収課主査（徴収担当） 清野　一貴

栄市税事務所徴収課徴収係長 ささしま市税事務所特別滞納整理室主査
（特別滞納整理担当）

林　裕介

栄市税事務所徴収課主査（徴収担当） 栄市税事務所管理課主査（税務窓口担
当）

椋田　隆史

栄市税事務所徴収課主査（徴収担当） 財政局主事 石井　美和

栄市税事務所市民税課個人市民税第一係
長

金山市税事務所市民税課個人市民税第一
係長

谷川　由美子

栄市税事務所市民税課主査（個人市民税
に係る企画調整担当）

栄市税事務所管理課主査（税務窓口担
当）

関谷　大志

栄市税事務所法人課税課法人市民税係長 栄市税事務所市民税課法人市民税係長 小林　達矢

栄市税事務所法人課税課事業所税係長 ささしま市税事務所徴収課納税係長 木村　公嗣

栄市税事務所固定資産税課主査（土地調
査担当）

金山市税事務所固定資産税課主査（家屋
担当）

新實　誠司

栄市税事務所固定資産税課家屋係長 収納管理・特別徴収事務センター収納管
理係長

大山　宏之

栄市税事務所固定資産税課主査（家屋担
当）

ささしま市税事務所固定資産税課主査
（家屋担当）

加藤　力也

栄市税事務所固定資産税課償却資産係長 栄市税事務所市民税課事業所税係長 石川　丈

栄市税事務所上社出張所主査（納税担
当）

栄市税事務所固定資産税課主査（家屋担
当）

松波　泰史

栄市税事務所上社出張所主査（徴収担
当）

ささしま市税事務所管理課主査（税務窓
口担当）

中井　紘子

ささしま市税事務所管理課主査（窓口改
善担当）

財政局主事 柴山　拓哉

ささしま市税事務所管理課主査（税務窓
口担当）

緑区保健福祉センター福祉部福祉課主査
（介護保険担当）

宮田　友里

ささしま市税事務所管理課主査（税務窓
口担当）

財政局主事 金丸　博
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ささしま市税事務所徴収課納税係長 金山市税事務所徴収課徴収係長 加藤　暢之

ささしま市税事務所徴収課主査（徴収担
当）

ささしま市税事務所東海通出張所主査
（納税担当）

酒井　智弘

ささしま市税事務所徴収課主査（徴収担
当）

金山市税事務所市民税課法人市民税係長 安富　徹

ささしま市税事務所特別滞納整理室主査
（特別滞納整理担当）

ささしま市税事務所管理課主査（窓口改
善担当）

宮田　整

ささしま市税事務所固定資産税課家屋係
長

ささしま市税事務所固定資産税課償却資
産係長

水野　隼人

ささしま市税事務所固定資産税課主査
（家屋担当）

栄市税事務所徴収課主査（納税担当） 細田　朋弘

ささしま市税事務所固定資産税課償却資
産係長

ささしま市税事務所徴収課主査（徴収担
当）

山本　和弘

ささしま市税事務所東海通出張所納税係
長

金山市税事務所野並出張所納税係長 上林　具喜

ささしま市税事務所東海通出張所主査
（納税担当）

ささしま市税事務所市民税課法人市民税
係長

高橋　さやか

ささしま市税事務所東海通出張所徴収係
長

栄市税事務所徴収課徴収係長 吉田　篤

金山市税事務所管理課管理係長 金山市税事務所固定資産評価室路線価係
長

牧野　眞司

金山市税事務所管理課主査（税務窓口担
当）

ささしま市税事務所管理課主査（税務窓
口担当）

松永　真一

金山市税事務所徴収課納税係長 ささしま市税事務所東海通出張所納税係
長

小林　義弘

金山市税事務所徴収課徴収係長 金山市税事務所徴収課軽自動車税係長 横井　基宏

金山市税事務所徴収課主査（徴収担当） 住宅都市局付主査（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

佐藤　真滋

金山市税事務所徴収課主査（徴収担当） ささしま市税事務所徴収課主査（徴収担
当）

齊藤　加恵子

金山市税事務所徴収課軽自動車税係長 金山市税事務所管理課主査（税務窓口担
当）

瀬田　裕子

金山市税事務所市民税課個人市民税第一
係長

金山市税事務所市民税課個人市民税第二
係長

安形　恵

金山市税事務所市民税課個人市民税第二
係長

金山市税事務所市民税課主査（個人市民
税に係る企画調整担当）

水野　幸太

金山市税事務所市民税課主査（個人市民
税に係る企画調整担当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルスワクチンに係る

大川　和宏

調整担当）

金山市税事務所固定資産税課土地調査係
長

栄市税事務所固定資産税課償却資産係長 吉田　昌央
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金山市税事務所固定資産税課主査（家屋
担当）

金山市税事務所徴収課主査（徴収担当） 綱島　正人

金山市税事務所固定資産評価室路線価係
長

栄市税事務所固定資産税課主査（土地調
査担当）

加藤　禎久

金山市税事務所固定資産評価室主査（仮
換地課税担当）

財政局財政部資産経営戦略室主査（再編
整備事業推進担当）

前田　和広

金山市税事務所野並出張所納税係長 栄市税事務所徴収課納税係長 西本　秀周

財政局付主査（名古屋競輪組合派遣） 財政局主事 加藤　俊宏

スポーツ市民局総務課主査（企画調整担
当）

経済局産業労働部産業企画課主査（産業
統計活用推進担当）

前田　龍一

スポーツ市民局地域振興部区政課推進係
長

スポーツ市民局市民生活部地域安全推進
課主査（交通安全推進担当）

大西　久美子

スポーツ市民局地域振興部区政課主査
（区役所の庁舎営繕等担当）

住宅都市局技師 小野　伸

スポーツ市民局地域振興部区政課主査
（中村区役所等複合庁舎地下連絡通路の
整備担当）

住宅都市局付主査（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

濱内　洋孝

スポーツ市民局地域振興部地域振興課主
査（地域コミュニティ活性化推進担当）

スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ
戦略室主査（スポーツコミッションに係
る企画調整等担当）

加賀　浩人

スポーツ市民局地域振興部地域振興課主
査（空家等対策の推進に係る企画調整担
当）

住宅都市局技師 髙原　伸次

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住
民係長

観光文化交流局文化歴史まちづくり部文
化振興室文化施設係長

興梠　徹也

スポーツ市民局地域振興部住民課主査
（システム担当）

スポーツ市民局地域振興部住民課主査
（戸籍電算システム改修等担当）

前野　徹

スポーツ市民局地域振興部住民課主査
（戸籍電算システム改修等担当）

スポーツ市民局市民生活部消費生活課主
査（消費者教育・啓発担当）

黒川　智子

スポーツ市民局地域振興部住民課町名表
示係長

スポーツ市民局市民生活部広聴課広聴係
長

千田　英人

市民活動推進センター主査（市民活動に
係る協働推進等担当）

なごや人権啓発センター主査（研修・相
談担当）

安藤　陽介

なごや人権啓発センター事業係長 　　（　再　任　用　） 大脇　哲也

なごや人権啓発センター主査（研修・相
談担当）

スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ
戦略室主査（スポーツプロモーションの
推進担当）

山北　悠介

スポーツ市民局市民生活部地域安全推進
課地域安全推進係長

スポーツ市民局地域振興部区政課推進係
長

手島　直美

スポーツ市民局市民生活部地域安全推進
課主査（交通安全推進担当）

スポーツ市民局市民生活部男女平等参画
推進室主査（男女平等参画推進担当）

早川　梓

スポーツ市民局市民生活部広聴課広聴係
長

スポーツ市民局地域振興部住民課主査
（システム担当）

月足　幸代

スポーツ市民局市民生活部市政情報室主
査（情報公開担当）

スポーツ市民局主事 村松　宏樹
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スポーツ市民局市民生活部市政情報室主
査（個人情報保護担当）

スポーツ市民局市民生活部市政情報室主
査（情報公開担当）

遠藤　鉄兵

スポーツ市民局市民生活部消費生活課主
査（消費者教育・啓発担当）

スポーツ市民局主事 丹羽　紀理子

スポーツ市民局市民生活部消費生活課相
談係長

スポーツ市民局市民生活部広聴課企画係
長

尾崎　貴弥

スポーツ市民局市民生活部男女平等参画
推進室主査（男女平等参画推進担当）

スポーツ市民局市民生活部地域安全推進
課主査（再犯防止の推進担当）

中林　万紀子

スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ
振興室主査（新たな障害者スポーツセン
ターの整備等担当）

総務局主事 加藤　槙一郎

スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ
施設室主査（瑞穂公園整備推進担当）

緑政土木局技師 宮口　博孝

スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ
施設室主査（瑞穂公園陸上競技場の改築
担当）

スポーツ市民局技師 夏山　栄一

スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ
施設室主査（アジア競技大会に係る施設
整備等担当）

スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ
施設室主査（瑞穂公園陸上競技場の改築
担当）

金原　和矢

スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ
戦略室スポーツ戦略係長

スポーツ市民局総務課主査（企画調整担
当）

奥村　幸広

スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ
戦略室主査（スポーツコミッションに係
る企画調整等担当）

市民活動推進センター主査（市民活動に
係る協働推進等担当）

大田　喜康

スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ
戦略室主査（スポーツプロモーションの
推進担当）

守山区保健福祉センター福祉部福祉課主
査（介護保険担当）

林　邦浩

経済局総務課庶務係長 経済局商業・流通部市場流通室市場流通
係長

江場　良太

経済局産業労働部産業企画課主査（産業
統計活用推進担当）

経済局産業労働部産業企画課主査（新型
コロナウイルス感染症対策に係る事業者
支援等担当）

石原　ゆう子

経済局産業労働部産業企画課計量検査係
長

　　（　再　任　用　） 中根　達也

経済局産業労働部産業企画課主査（新型
コロナウイルス感染症対策に係る事業者
支援等担当）

監査事務局主事 加藤　美樹

経済局商業・流通部地域商業課主査（大
店立地担当）

住宅都市局付主査（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

伊藤　亜由美

経済局商業・流通部市場流通室市場流通
係長

経済局イノベーション推進部産業立地交
流室産業立地交流係長

新美　圭太郎

中央卸売市場本場業務課業務係長（経済
局課長代理）

中央卸売市場本場業務課業務係長 田中　博之

中央卸売市場北部市場管理課施設係長 中央卸売市場南部市場管理課主査（南部
市場の施設長寿命化に係る計画の策定担
当）

水野　浩二

中央卸売市場南部市場管理課主査（衛生
担当）

中村区技師 渡戸　欽也

中央卸売市場南部市場管理課施設係長 交通局緑営業所整備係長 水野　有爲人

中央卸売市場南部市場管理課主査（施設
長寿命化の推進担当）

上下水道局技師 戸谷　航大
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経済局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長

子ども青少年局子ども未来企画部子ども
未来企画室子ども未来企画係長

葛島　美帆

経済局イノベーション推進部次世代産業
振興課主査（クリエイティブ産業振興等
担当）

中区区政部企画経理室主査（企画経理担
当）

横井　大輝

経済局イノベーション推進部次世代産業
振興課産業技術支援係長

経済局イノベーション推進部スタート
アップ支援室スタートアップ支援係長

加藤　護

経済局イノベーション推進部スタート
アップ支援室スタートアップ支援係長

経済局イノベーション推進部次世代産業
振興課主査（クリエイティブ産業振興等
担当）

中西　晶嗣

経済局イノベーション推進部スタート
アップ支援室主査（スタートアップ支援
に係る企画調整担当）

経済局付主査（公益財団法人名古屋産業
振興公社派遣）

正木　彩恵子

経済局イノベーション推進部スタート
アップ支援室主査（スタートアップ支援
に係る特命事項の処理担当）

経済局主事 佐橋　学

経済局イノベーション推進部産業立地交
流室産業立地交流係長

経済局イノベーション推進部次世代産業
振興課産業技術支援係長

藤田　成喜

工業研究所総務課事務係長 経済局産業労働部産業企画課計量検査係
長

福岡　茂行

経済局付主査（公益財団法人名古屋産業
振興公社派遣）

総務局総合調整部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担
当）

神谷　尚

経済局付主査（公益財団法人名古屋産業
振興公社派遣）

スポーツ市民局主事 堀内　一葉

経済局付主査（公益財団法人名古屋産業
振興公社派遣）

財政局主事 山本　雅人

観光文化交流局総務課庶務係長 観光文化交流局総務課企画経理係長 阿部　紘典

観光文化交流局総務課企画経理係長 観光文化交流局観光交流部観光推進課観
光企画係長

寺尾　真美

観光文化交流局観光交流部観光推進課観
光企画係長

観光文化交流局観光交流部観光推進課観
光プロモーション係長

河村　浩良

観光文化交流局観光交流部観光推進課観
光プロモーション係長

中村区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担当）

松川　紀章

観光文化交流局観光交流部国際交流課主
査（地域における外国人市民の支援担
当）

中村区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課保護第二係長

大橋　正悟

観光文化交流局観光交流部ＭＩＣＥ推進
室主査（国際展示場担当）

住宅都市局技師 澤山　皓亮

観光文化交流局観光交流部ＭＩＣＥ推進
室主査（国際展示場機能強化担当）

スポーツ市民局地域振興部地域振興課主
査（空家等対策の推進に係る企画調整担
当）

森　一将

観光文化交流局観光交流部ＭＩＣＥ推進
室主査（国際会議場機能強化担当）

住宅都市局技師 高橋　貞行

観光文化交流局観光交流部ＭＩＣＥ推進
室主査（国際展示場機能強化担当）

緑政土木局技師 大橋　龍起

観光文化交流局観光交流部ＭＩＣＥ推進
室主査（Ｇ７誘致等に係る企画調整担
当）

総務局総合調整部アジア競技大会推進室
主査（広報・事業調整担当）

助川　高浩

観光文化交流局観光交流部ＭＩＣＥ推進
室主査（Ｇ７誘致等に係る企画調整担
当）

名古屋城総合事務所保存整備室保存整備
係長

大橋　直幸
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観光文化交流局観光交流部ＭＩＣＥ推進
室主査（Ｇ７誘致等に係る企画調整担
当）

交通局主事 服部　亜希子

観光文化交流局文化歴史まちづくり部文
化芸術推進課企画事業係長

観光文化交流局文化歴史まちづくり部文
化振興室企画事業係長

小嶋　昭弘

観光文化交流局文化歴史まちづくり部文
化芸術推進課文化施設係長

熱田区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

吉田　貴聡

観光文化交流局文化歴史まちづくり部文
化芸術推進課主査（文化施設に係る企画
調整等担当）

住宅都市局都市整備部まちづくり企画課
主査（公有地開発に係る事業推進担当）

神田　千加子

観光文化交流局文化歴史まちづくり部文
化芸術推進課主査（市民会館の整備担
当）

観光文化交流局主事 大﨑　湖水

観光文化交流局文化歴史まちづくり部歴
史まちづくり推進室主査（歴史的建造物
の整備推進担当）

観光文化交流局観光交流部ＭＩＣＥ推進
室主査（国際展示場機能強化担当）

栗並　秀行

名古屋城総合事務所管理活用課保存維持
係長

緑政土木局路政部道路利活用課東部方面
境界測量係長

佐々木　誠

名古屋城総合事務所保存整備室保存整備
係長

観光文化交流局主事 石山　悟司

名古屋城総合事務所保存整備室主査（木
造天守閣昇降技術開発等担当）

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

加治屋　尚也

環境局総務課庶務係長 環境局総務課経理係長 南谷　岳志

環境局総務課企画係長 環境局環境企画部低炭素都市推進課市民
活動推進係長

三輪　琢也

環境局総務課経理係長 環境局ごみ減量部減量推進室主査（減量
企画担当）

成瀨　浄太

環境局職員課管理係長 環境局事業部作業課作業係長 萩永　明登

環境局環境企画部環境企画課環境企画係
長

環境局環境企画部環境企画課施策推進係
長

毛利　崇

環境局環境企画部環境企画課施策推進係
長

環境局ごみ減量部減量推進室主査（減量
推進担当）

岩田　信也

環境局環境企画部環境企画課主査（ＳＤ
Ｇｓまちづくりの推進担当）

防災危機管理局危機管理企画室主査（震
災対策等担当）

藤原　亜理沙

環境局環境企画部環境企画課主査（生物
多様性に係る連携推進担当）

南環境事業所作業係長 梶田　聖和

環境局環境企画部脱炭素社会推進課脱炭
素社会推進係長

環境局環境企画部低炭素都市推進課事業
活動推進係長

宮部　淳

環境局環境企画部脱炭素社会推進課主査
（再生可能エネルギー担当）

環境局環境企画部低炭素都市推進課主査
（再生可能エネルギー担当）

蜂谷　真史

環境局環境企画部脱炭素社会推進課事業
活動推進係長

環境局環境企画部環境企画課主査（ＳＤ
Ｇｓ未来創造クラブの推進担当）

尾上　圭

環境局地域環境対策部地域環境対策課主
査（水循環担当）

南区保健福祉センター公害対策室主査
（規制指導担当）

木綿　愛子

環境局地域環境対策部地域環境対策課環
境影響評価係長

環境局地域環境対策部地域環境対策課主
査（環境影響評価担当）

大髙　賢司
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環境局地域環境対策部大気環境対策課大
気騒音係長

環境局地域環境対策部地域環境対策課環
境影響評価係長

山崎　博之

環境局地域環境対策部大気環境対策課交
通環境対策係長

西区保健福祉センター公害対策室主査
（規制指導担当）

石井　見佳

環境局地域環境対策部公害保健課主査
（給付担当）

環境科学調査センター企画管理係長 舩水　佳世子

環境局地域環境対策部公害保健課主査
（認定審査担当）

千種区保健福祉センター保健予防課主査
（保健看護担当）

佐々木　直子

環境科学調査センター企画管理係長 環境局主事 川津　知実

環境局ごみ減量部減量推進室主査（減量
企画担当）

環境局ごみ減量部減量推進室主査（プラ
スチック資源循環の推進担当）

川浦　雄介

環境局ごみ減量部減量推進室主査（減量
推進担当）

環境局環境企画部環境企画課主査（生物
多様性に係る連携推進担当）

樋山　邦治

環境局ごみ減量部減量推進室主査（プラ
スチック資源循環の推進担当）

港環境事業所作業係長 山田　智隆

環境局ごみ減量部資源化推進室主査（事
業所排出指導担当）

環境局事業部作業課主査（路上禁煙担
当）

向井　昭

環境局事業部作業課指導管理係長 環境局ごみ減量部資源化推進室主査（事
業所排出指導担当）

堀　真吾

環境局事業部作業課作業係長 環境局事業部作業課処理係長 山中　幸一

環境局事業部作業課処理係長 環境局事業部作業課主査（収集事業調整
担当）

大西　和博

環境局事業部作業課主査（収集事業調整
担当）

守山環境事業所作業係長 松岡　直宏

環境局事業部作業課主査（路上禁煙担
当）

緑環境事業所指導管理係長 阪口　功規

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指
導係長

名東区保健福祉センター公害対策室主査
（規制指導担当）

白木　優作

千種環境事業所指導管理係長 守山環境事業所事務係長 後藤　亮

千種環境事業所作業係長 千種環境事業所指導管理係長 奥村　太浩

北環境事業所指導管理係長 総務局主事 中山　惇

北環境事業所作業係長 北環境事業所指導管理係長 西原　大輔

西環境事業所作業係長 中川環境事業所指導管理係長 山田　正剛

中村環境事業所指導管理係長 昭和環境事業所事務係長 細井　禎弘

中村環境事業所作業係長 西環境事業所作業係長 加藤　英秋
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中環境事業所事務係長 環境局主事 高須　雄大

中環境事業所指導管理係長 中環境事業所事務係長 岩井　貴彦

中環境事業所作業係長 中環境事業所指導管理係長 伊藤　博隆

昭和環境事業所事務係長 北区主事 塚本　精蔵

瑞穂環境事業所事務係長 上下水道局主事 田口　和輝

熱田環境事業所事務係長 住宅都市局主事 湯川　勝規

熱田環境事業所指導管理係長 環境局清掃主事 髙木　慶一郎

熱田環境事業所作業係長 熱田環境事業所業務係長 志村　尚昭

中川環境事業所指導管理係長 熱田環境事業所事務係長 早瀬　義朗

港環境事業所作業係長 中環境事業所作業係長 弓場　誠

南環境事業所作業係長 中村環境事業所作業係長 中村　正

守山環境事業所事務係長 環境局主事 松井　宏樹

守山環境事業所作業係長 名東環境事業所指導管理係長 宇多　健一

緑環境事業所事務係長 上下水道局港営業所主査（徴収関係事務
担当）

江上　智之

緑環境事業所指導管理係長 緑環境事業所事務係長 橋村　侑磨

名東環境事業所事務係長 財政局主事 神野　泰英

名東環境事業所指導管理係長 天白環境事業所事務係長 長谷川　圭佑

天白環境事業所事務係長 総務局主事 高野　伴之

環境局施設部施設課主査（処分場確保担
当）

千種環境事業所作業係長 川角　雅裕

処分場主査（浸出水処理施設等改築担
当）

環境局技師 森　崇

環境局施設部工場課計画係長 環境局地域環境対策部公害保健課給付係
長

中村　充孝

環境局施設部工場課工場管理係長 環境局施設部工場課計画係長 川上　利之
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環境局施設部工場課主査（建設計画担
当）

環境局施設部工場課主査（南陽工場設備
更新担当）

佐野　正樹

環境局施設部工場課主査（南陽工場設備
更新担当）

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指
導係長

秋山　誠也

猪子石工場整備係長 環境局施設部工場課主査（建設計画担
当）

中澤　幸男

猪子石工場運転第三係長 環境局技師 宮戸　勇

五条川工場整備係長 猪子石工場整備係長 関　伸哉

健康福祉局総務課企画係長 健康福祉局障害福祉部障害者支援課施設
事業係長

立松　拓也

健康福祉局総務課経理係長 健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課地
域支援係長

西　啓太郎

健康福祉局職員課管理係長 健康福祉局職員課労務厚生係長 中井　隆友

健康福祉局職員課労務厚生係長 健康福祉局生活福祉部保護課主査（厚生
院のあり方検討担当）

早川　直紀

健康福祉局監査課主査（施設監査担当） 健康福祉局付主査（愛知県後期高齢者医
療広域連合派遣）

川地　史晃

健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課地
域支援係長

健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課主
査（包括的支援の推進に係る企画調整担
当）

森　銀次郎

健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課主
査（包括的支援の推進に係る企画調整担
当）

健康福祉局障害福祉部障害企画課主査
（障害者差別解消・福祉都市推進担当）

尾関　智紀

健康福祉局高齢福祉部介護保険課保険料
係長

健康福祉局生活福祉部保護課医療保護係
長

磯田　奈津子

健康福祉局高齢福祉部介護保険課主査
（事業者指導担当）

健康福祉局生活福祉部保護課主査（自立
支援の推進担当）

佐藤　智洋

健康福祉局高齢福祉部介護保険課主査
（給付適正化の推進担当）

健康福祉局高齢福祉部介護保険課主査
（給付の適正化に係る企画調整担当）

髙橋　えりか

健康福祉局障害福祉部障害企画課主査
（障害者差別解消・福祉都市推進担当）

港区区政部総務課主査（防災担当） 水澤　守道

健康福祉局障害福祉部障害企画課主査
（総合リハビリテーションセンターのあ
り方検討担当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルスワクチンに係る

髙遠　悠大

調整担当）

健康福祉局障害福祉部障害者支援課推進
係長

中川区保健福祉センター福祉部福祉課高
齢福祉係長

松岡　康治

健康福祉局障害福祉部障害者支援課施設
事業係長

健康福祉局障害福祉部障害者支援課主査
（事業者指導担当）

福田　嘉彦

健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定
指導係長

健康福祉局高齢福祉部介護保険課主査
（事業者指導担当）

坂上　章史

健康福祉局障害福祉部障害者支援課主査
（事業者指導担当）

西区保健福祉センター福祉部福祉課主査
（地域包括ケア推進担当）

加納　洋平
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健康福祉局障害福祉部障害者支援課主査
（事業者指導担当）

健康福祉局監査課主査（施設監査担当） 柴田　孝紀

健康福祉局生活福祉部保護課主査（適正
実施担当）

健康福祉局健康部健康増進課主査（食育
推進等担当）

池村　光央

健康福祉局生活福祉部保護課主査（査察
指導監査担当）

中村区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

小畑　大介

健康福祉局生活福祉部保護課医療保護係
長

健康福祉局生活福祉部保護課主査（援護
事業・保護施設担当）

加畑　和彦

健康福祉局生活福祉部保護課主査（厚生
院に係る総合調整担当）

健康福祉局生活福祉部保護課主査（適正
実施担当）

鹿取　雄貴

健康福祉局生活福祉部保護課主査（援護
事業・保護施設担当）

中村区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課保護援護係長

福田　雄一

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務係
長

健康福祉局生活福祉部保険年金課給付係
長

内藤　良成

健康福祉局生活福祉部保険年金課給付係
長

健康福祉局付主査（愛知県後期高齢者医
療広域連合派遣）

大山　慶祐

健康福祉局生活福祉部保険年金課主査
（国民健康保険保健事業担当）

健康福祉局保健師 桑原　三佳

健康福祉局生活福祉部保険年金課収納対
策係長

健康福祉局生活福祉部保険年金課主査
（収納指導担当）

山本　優

健康福祉局生活福祉部保険年金課主査
（滞納整理担当）

健康福祉局生活福祉部保険年金課主査
（収納指導担当）

磯部　昭典

健康福祉局生活福祉部保険年金課主査
（滞納整理担当）

健康福祉局生活福祉部保険年金課主査
（収納指導担当）

加藤　勇紀

健康福祉局生活福祉部保険年金課主査
（滞納整理担当）

健康福祉局生活福祉部保険年金課主査
（収納指導担当）

今井　啓祐

健康福祉局生活福祉部保険年金課主査
（保険年金システム再構築等担当）

健康福祉局生活福祉部医療福祉課主査
（後期高齢者医療・福祉医療費システム
に係る企画調整担当）

小寺　将文

健康福祉局生活福祉部保険年金課主査
（保険年金システム再構築等担当）

健康福祉局生活福祉部保険年金課主査
（国民健康保険・国民年金システムに係
る企画調整担当）

三尾　幸史

厚生院管理部管理課主査（厚生院に係る
企画調整担当）

健康福祉局主事 高橋　遼太郎

厚生院管理部管理課主査（厚生院に係る
企画調整担当）

健康福祉局主事 富山　隆

厚生院管理部業務課相談支援係長 子ども青少年局主事 藤田　陽平

厚生院管理部業務課主査（介護担当） 厚生院附属病院看護師長 山田　里帆

厚生院附属病院リハビリテーション科副
部長

健康福祉局理学療法士 林　賢一

厚生院附属病院看護師長 厚生院管理部業務課主査（介護担当） 古川　美帆

健康福祉局健康部健康増進課推進係長 健康福祉局健康部医療連携推進室主査
（医療連携推進担当）

加藤　亮
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健康福祉局健康部健康増進課主査（がん
対策担当）

健康福祉局主事 猪飼　崇通

健康福祉局健康部健康増進課主査（食育
推進等担当）

経済局主事 織田　春花

健康福祉局健康部健康増進課主査（公衆
衛生看護担当）

健康福祉局生活福祉部保険年金課主査
（国民健康保険保健事業担当）

伊藤　和子

健康福祉局健康部医療連携推進室主査
（医療連携推進担当）

健康福祉局障害福祉部障害者支援課主査
（事業者指導担当）

山川　陽一

健康福祉局健康部環境薬務課主査（八事
斎場再整備担当）

千種区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

丹羽　伸仁

健康福祉局健康部食品衛生課食品衛生係
長

健康福祉局健康部食品衛生課食の安全対
策係長

木村　泰介

健康福祉局健康部食品衛生課食の安全対
策係長

健康福祉局健康部食品衛生課主査（営業
許可・届出等に係る企画調整担当）

森川　健正

健康福祉局健康部食品衛生課主査（営業
許可・届出等に係る企画調整担当）

熱田区保健福祉センター健康安全課主査
（大規模施設に係るＨＡＣＣＰ監視等担
当）

鈴木　さほ

八事霊園・斎場管理事務所斎場係長 健康福祉局健康部健康増進課主査（がん
対策担当）

井口　智彦

八事霊園・斎場管理事務所主査（設備管
理担当）

交通局技師 藤澤　博

食品衛生検査所微生物検査係長 食品衛生検査所理化学検査係長 中村　啓也

食品衛生検査所理化学検査係長 熱田区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

山本　恭平

食肉衛生検査所指導管理係長 食肉衛生検査所検査係長 久保田　太郎

食肉衛生検査所検査係長 健康福祉局獣医師 松本　文美

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルス感染症対策に係

健康福祉局健康部環境薬務課主査（八事
斎場再整備担当）

林本　浩兵

る企画調整担当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルス感染症対策の推

名東消防署警防地域第二課主査（地域安
全等担当）

宇都木　真司

進担当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルス感染症対策の推

港消防署警防地域第二課主査（地域安全
等担当）

大島　誠

進担当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルス感染症対策の推

消防局救急部救急課主査（本部救急隊担
当）

福岡　幹也

進担当）
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健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルス感染症対策の推

健康福祉局技師 土本　隼

進担当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルス感染症対策の推

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルス感染症対策に係

舘山　雄一

進担当） る企画調整担当）

健康福祉局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室ワ
クチン接種推進係長

健康福祉局生活福祉部保護課主査（査察
指導監査担当）

全並　昭紀

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルス感染症対策に係

健康福祉局付主査 山内　望美

る保健センターの支援担当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルス感染症の軽症者

千種区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（子ども家庭支援担当）

竹田　未帆

等宿泊療養施設担当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルスワクチンに係る

監査事務局特別監査室主査（特別監査担
当）

丹野　聡

調整担当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルスワクチンに係る

昭和区保健福祉センター福祉部福祉課高
齢福祉係長

河合　宏一郎

調整担当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルスワクチンに係る

健康福祉局生活福祉部保険年金課主査
（収納指導担当）

橋本　昌典

調整担当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルスワクチンに係る

健康福祉局主事 中岡　才士

調整担当）

衛生研究所業務課事業係長 天白区保健福祉センター健康安全課主査
（食品衛生・動物愛護等担当）

天野　賢

衛生研究所業務課主査（感染症対策担
当）

熱田区保健福祉センター保健予防課主査
（保健看護担当）

和田　美智代

健康福祉局付主査（愛知県後期高齢者医
療広域連合派遣）

健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定
指導係長

宮川　清文

健康福祉局付主査（愛知県後期高齢者医
療広域連合派遣）

健康福祉局主事 古田　友輝

子ども青少年局総務課管理係長 総務局行政部行政改革推進室主査（組織
等担当）

中村　義之
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子ども青少年局企画経理課主査（債権管
理の推進担当）

金山市税事務所徴収課主査（徴収担当） 加賀城　隆彦

子ども青少年局子育て支援部子育て支援
課主査（在宅子育て支援事業の推進担
当）

緑区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（子ども家庭支援担当）

横山　敬

子ども青少年局子育て支援部子育て支援
課母子保健係長

環境局地域環境対策部公害保健課主査
（認定審査担当）

伊藤　千恵子

子ども青少年局子育て支援部子ども福祉
課子ども施設係長

子ども青少年局子育て支援部子ども福祉
課子ども福祉係長

鈴木　茂

子ども青少年局子育て支援部子ども福祉
課子ども福祉係長

子ども青少年局保育部保育運営課保育指
導係長

山田　哲生

子ども青少年局子育て支援部子ども福祉
課子ども発達支援係長

総務局総合調整部総合調整室主査（公民
連携推進に係る企画調整担当）

河村　健太

子ども青少年局子育て支援部子ども福祉
課主査（事業者指導・監査等担当）

子ども青少年局子ども未来企画部子ども
未来企画室主査（子育て世帯生活支援特
別給付金担当）

奥川　亮

子ども青少年局子育て支援部子ども福祉
課主査（児童虐待対策に係る企画調整担
当）

児童福祉センター中央児童相談所相談課
相談援助第一係長

原田　丈裕

児童福祉センター中央児童相談所相談課
相談援助第一係長

児童福祉センター中央児童相談所相談課
相談援助第二係長

枝村　幸彦

児童福祉センター中央児童相談所相談課
相談援助第二係長

児童福祉センター中央児童相談所相談課
相談援助第三係長

辻　斎

児童福祉センター中央児童相談所相談課
相談援助第三係長

児童福祉センター中央児童相談所相談課
主査（緊急介入・児童虐待に係る相談援
助等担当）

江﨑　道代

児童福祉センター中央児童相談所相談課
主査（家庭復帰・里親支援担当）

東部児童相談所主査（緊急介入・児童虐
待に係る相談援助等担当）

二本柳　啓輔

児童福祉センター中央児童相談所相談課
判定援助係長

　　（　再　任　用　） 大谷　基恵

児童福祉センター中央児童相談所相談課
主査（緊急介入・児童虐待に係る相談援
助等担当）

子ども青少年局主事 稲垣　陽平

児童福祉センター中央児童相談所相談課
主査（児童虐待対策に係る連絡調整担
当）

愛知県 岩田　康雅

児童福祉センター中央療育センターみど
り学園長

子ども青少年局理学療法士 伊藤　亜木

西部児童相談所管理相談係長 南区保健福祉センター保健予防課主査
（公害保健担当）

木田　公久

西部児童相談所主査（家庭復帰・里親支
援担当）

緑区徳重支所区民福祉課福祉係長 小粥　浩昭

西部児童相談所保護係長 瑞穂区保健福祉センター福祉部保険年金
課保険係長

鈴木　雅也

西部児童相談所主査（緊急介入・児童虐
待に係る相談援助等担当）

子ども青少年局主事 谷村　大典

東部児童相談所主査（緊急介入・児童虐
待に係る相談援助等担当）

子ども青少年局主事 佐藤　行

東部児童相談所主査（緊急介入・児童虐
待に係る相談援助等担当）

総務局行政部法制課主査（行政不服審査
担当）

山田　享
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ひばり荘指導係長 西部地域療育センター診療相談係長 鈴木　健司

あけぼの学園指導第一係長 児童福祉センター中央療育センターみど
り学園長

福重　信一

あけぼの学園主査（知的障害児の医学的
指導担当）

　　（　採　　　用  ） 大矢　公江

西部地域療育センター診療相談係長 西部児童相談所主査（家庭復帰・里親支
援担当）

永井　久子

子ども青少年局保育部保育企画室保育企
画係長

子ども青少年局保育部保育企画室主査
（教育・保育施設における多様な保育等
の推進担当）

鶴間　重行

子ども青少年局保育部保育企画室認可給
付係長

子ども青少年局保育部保育企画室主査
（給付等担当）

安藤　幹也

子ども青少年局保育部保育企画室主査
（教育・保育施設における多様な保育等
の推進担当）

子ども青少年局子ども未来企画部子ども
未来企画室主査（子どもの権利擁護に係
る企画調整担当）

小原　史彦

子ども青少年局保育部保育企画室主査
（給付等担当）

子ども青少年局子育て支援部子育て支援
課主査（在宅子育て支援事業の推進担
当）

津坂　友樹

子ども青少年局保育部保育企画室主査
（幼児教育・保育無償化等担当）

子ども青少年局主事 岡本　高行

子ども青少年局保育部保育企画室主査
（待機児童対策担当）

監査事務局特別監査室主査（特別監査担
当）

山田　岳

子ども青少年局保育部保育運営課保育運
営係長

子ども青少年局子育て支援部子ども福祉
課主査（児童虐待対策に係る企画調整担
当）

彦田　秀平

子ども青少年局保育部保育運営課保育指
導係長

子ども青少年局保育部保育運営課主査
（指導監査等担当）

服部　真理

子ども青少年局保育部保育運営課主査
（指導監査等担当）

健康福祉局主事 松浦　健一

子ども青少年局保育部保育運営課主査
（保育所の民間移管担当）

子ども青少年局子ども未来企画部子ども
未来企画室主査（子ども等の支援の推進
担当）

田中　佳織

東保育園主査（保育所等に係る企画調整
担当）

高針北保育園長 渦原　はるみ

北保育園主査（保育所等に係る企画調整
担当）

藤の宮保育園長 足立　志保

上飯田保育園主査（保育所等に係る企画
調整担当）

上飯田南保育園主査（保育所等に係る企
画調整担当）

福丸　恵子

荒輪井保育園主査（保育所等に係る企画
調整担当）

宝神保育園長 小嶋　豊子

守山保育園主査（保育所等に係る企画調
整担当）

中志段味保育園長 昆野　澄恵

鳴子保育園主査（保育所等に係る企画調
整担当）

子ども青少年局保育士 柿元　奈美子

平針原保育園主査（保育所等に係る企画
調整担当）

森の里保育園長 長坂　道子

千代田橋保育園長 鳴子保育園主査（保育所等に係る企画調
整担当）

関谷　真佐美

50



新　　　　　任 旧　　　　　任 氏　　名

[ 係　長　級 ]

藤の宮保育園長 荒輪井保育園主査（保育所等に係る企画
調整担当）

土屋　東子

森田保育園長 亀の井保育園長 宝満　和紀

烏森保育園長 港西保育園長 山田　りか

大池保育園長 五条保育園長 田中　恵子

直来保育園長 上飯田東保育園長 豊田　洋子

港西保育園長 猪子石第二保育園長 石垣　仁美

宝神保育園長 子ども青少年局保育士 江上　知英

五条保育園長 新富町保育園長 新美　よしえ

本星崎保育園長 千代田橋保育園長 鹿野　洋子

中志段味保育園長 猪高保育園長 武山　喜代子

本地保育園長 本地第二保育園長 増子　友香

大高保育園長 直来保育園長 大野　貴子

東丘保育園長 東保育園主査（保育所等に係る企画調整
担当）

小原　博美

黒石保育園長 平針原保育園主査（保育所等に係る企画
調整担当）

佐々木　智子

森の里保育園長 本星崎保育園長 小掠　早余子

猪高保育園長 汁谷保育園長 玉置　由美

猪子石第二保育園長 本地第一保育園長 谷口　智恵子

亀の井保育園長 守山保育園主査（保育所等に係る企画調
整担当）

太田　裕子

上ノ池保育園長 北保育園主査（保育所等に係る企画調整
担当）

柴田　綾弥

子ども青少年局子ども未来企画部子ども
未来企画室子ども未来企画係長

子ども青少年局保育部保育企画室認可給
付係長

梅溪　博征

子ども青少年局子ども未来企画部子ども
未来企画室主査（子どもの権利擁護に係
る企画調整担当）

子ども青少年局保育部保育運営課主査
（保育所の民間移管担当）

池永　雅彦

子ども青少年局子ども未来企画部子ども
未来企画室主査（子ども等の支援の推進
担当）

市長室秘書課主査（秘書担当） 飯田　康夫

51



新　　　　　任 旧　　　　　任 氏　　名

[ 係　長　級 ]

住宅都市局総務課主査（調査担当） 住宅都市局付主査（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

青木　太佑

住宅都市局総務課管理係長 住宅都市局住宅部住宅整備課住宅整備係
長

大野　宏樹

住宅都市局企画経理課経理係長 住宅都市局都市整備部名港開発振興課企
画係長

加藤　貴英

住宅都市局監理指導室監理指導係長 住宅都市局都市整備部名港開発振興課主
査（中川運河担当）

冨田　正

住宅都市局監理指導室技術管理係長 住宅都市局営繕部住宅・教育施設課住宅
第二係長

佐野　泰久

住宅都市局都市計画部都市計画課主査
（緑地計画・都市施策担当）

住宅都市局都市計画部都市計画課主査
（緑地計画担当）

山田　惠一

住宅都市局都市計画部都市計画課主査
（地区計画担当）

住宅都市局技師 平野　健司

住宅都市局都市計画部街路計画課高速道
路係長

住宅都市局都市計画部街路計画課主査
（高速道路アクセス向上担当）

後藤　千絵

住宅都市局都市計画部街路計画課主査
（高速道路アクセス向上担当）

住宅都市局技師 川原　志保

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景
観推進室都市景観係長

住宅都市局リニア関連都心開発部リニア
関連・名駅周辺開発推進課まちづくり推
進係長

柴田　弘

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景
観推進室ウォーカブル推進係長

防災危機管理局危機管理企画室企画係長 井上　和昭

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景
観推進室主査（エリアリノベーション担
当）

住宅都市局技師 丹羽　一仁

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景
観推進室屋外広告物係長

住宅都市局都市整備部名港開発振興課主
査（金城ふ頭開発担当）

後藤　佳絵

住宅都市局都市計画部交通企画課企画調
査係長

住宅都市局都市計画部交通企画課施策推
進係長

阪野　武郎

住宅都市局都市計画部交通企画課主査
（総合交通計画担当）

交通局緑営業所首席助役 内藤　祐太

住宅都市局都市計画部交通企画課主査
（駐車場のあり方検討担当）

住宅都市局技師 岡野　公彦

住宅都市局都市計画部交通事業推進室交
通事業推進係長

住宅都市局リニア関連都心開発部リニア
関連・名駅周辺開発推進課主査（名駅
ターミナル事業調整担当）

祖父江　直人

住宅都市局都市計画部交通事業推進室主
査（ガイドウェイバス次期車両更新等担
当）

住宅都市局都市計画部交通施設管理課主
査（ガイドウェイバス次期車両更新等担
当）

鈴木　啓示

住宅都市局都市計画部交通事業推進室主
査（新たな路面公共交通システムの導入
調整担当）

住宅都市局都市計画部交通企画課主査
（新たな路面公共交通システムの導入調
整担当）

服部　修一朗

住宅都市局営繕部企画保全課事務総括係
長

住宅都市局住宅部住宅管理課居住係長 堀畑　貴紀

住宅都市局営繕部企画保全課企画係長 住宅都市局営繕部営繕課建築第三係長 駒田　武士

住宅都市局営繕部企画保全課建築計画係
長

住宅都市局監理指導室技術管理係長 矢形　裕貴
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住宅都市局営繕部企画保全課電気計画係
長

住宅都市局営繕部設備課電気第二係長 近藤　芳樹

住宅都市局営繕部営繕課建築第一係長 住宅都市局営繕部企画保全課主査（民間
活力による施設整備の推進担当）

坂倉　大介

住宅都市局営繕部営繕課建築第二係長 住宅都市局都市整備部耐震化支援室推進
係長

中村　隆志

住宅都市局営繕部営繕課建築第三係長 住宅都市局営繕部営繕課主査（南陽工場
等整備担当）

伊佐次　清人

住宅都市局営繕部営繕課主査（南陽工場
等整備担当）

中央卸売市場北部市場管理課施設係長 吉田　裕樹

住宅都市局営繕部営繕課主査（民間活力
による施設整備の推進担当）

観光文化交流局観光交流部ＭＩＣＥ推進
室主査（国際展示場担当）

中村　貴幸

住宅都市局営繕部営繕課主査（民間活力
による施設整備の推進担当）

住宅都市局技師 三浦　拓也

住宅都市局営繕部住宅・教育施設課住宅
第一係長

スポーツ市民局地域振興部区政課主査
（区役所の庁舎営繕等担当）

松井　小津江

住宅都市局営繕部住宅・教育施設課住宅
第二係長

住宅都市局技師 四元　寛規

住宅都市局営繕部住宅・教育施設課教育
施設第二係長

住宅都市局営繕部住宅・教育施設課教育
施設第三係長

山崎　美崇

住宅都市局営繕部住宅・教育施設課教育
施設第三係長

住宅都市局技師 勝　修二

住宅都市局営繕部設備課電気第一係長 住宅都市局営繕部企画保全課電気計画係
長

兒玉　勉

住宅都市局営繕部設備課電気第二係長 住宅都市局営繕部企画保全課主査（民間
活力による施設整備の推進担当）

塚本　和弘

住宅都市局建築指導部建築指導課調査係
長

住宅都市局都市計画部都市景観室屋外広
告物係長

吉田　貴史

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地
建築係長

住宅都市局建築指導部建築安全推進課建
築防災係長

高橋　亨

住宅都市局建築指導部建築指導課主査
（建築紛争調整担当）

住宅都市局技師 小林　由幸

住宅都市局建築指導部建築安全推進課建
築防災係長

住宅都市局建築指導部建築安全推進課主
査（既存建築ストックの活用相談等担
当）

舟橋　洋祐

住宅都市局建築指導部建築安全推進課主
査（既存建築ストックの活用相談等担
当）

住宅都市局都市計画部都市計画課主査
（地区計画担当）

加藤　隆典

住宅都市局建築指導部建築安全推進課監
察指導係長

住宅都市局建築指導部建築安全推進課主
査（建築物等の安全対策担当）

白藤　健治

住宅都市局建築指導部建築安全推進課主
査（建築物等の安全対策担当）

緑都市整備事務所主査（補償担当） 飯田　哲也

住宅都市局住宅部住宅企画課企画係長 住宅都市局住宅部住宅企画課民間住宅係
長

平松　千宜

住宅都市局住宅部住宅企画課民間住宅係
長

住宅都市局総務課主査（調査担当） 髙橋　基樹
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住宅都市局住宅部住宅企画課主査（マン
ション管理適正化等担当）

住宅都市局リニア関連都心開発部リニア
関連・名駅周辺開発推進課主査（まちづ
くり調整担当）

古立　淑子

住宅都市局住宅部住宅整備課住宅整備係
長

住宅都市局都市計画部交通施設管理課施
設管理係長

奥宮　僚祐

住宅都市局住宅部住宅整備課主査（特定
団地建替推進担当）

住宅都市局付主査（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

横井　光宏

住宅都市局住宅部住宅整備課主査（整備
計画・耐震対策担当）

東山総合公園再生整備課主査（施設整備
担当）

野場　裕子

住宅都市局住宅部住宅整備課主査（民間
活力による住宅整備担当）

住宅都市局住宅部住宅整備課主査（特定
団地建替推進担当）

梶田　宗裕

住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係
長

住宅都市局住宅部住宅管理課主査（改良
住宅管理等担当）

岩﨑　宏治

住宅都市局住宅部住宅管理課居住係長 住宅都市局付主査（名古屋臨海高速鉄道
株式会社派遣）

藤井　健

住宅都市局住宅部住宅管理課主査（改良
住宅管理等担当）

住宅都市局付主査（名古屋ガイドウェイ
バス株式会社派遣）

杉浦　浩一郎

住宅都市局都市整備部まちづくり企画課
主査（金山まちづくり担当）

住宅都市局技師 山内　孝太

住宅都市局都市整備部まちづくり企画課
主査（堀川周辺担当）

住宅都市局都市計画部都市景観室主査
（地区景観整備担当）

吉岡　美保

住宅都市局都市整備部まちづくり企画課
主査（公有地開発に係る事業推進担当）

財政局財政部資産経営戦略室主査（資産
経営に係る企画調整担当）

坂口　一生

住宅都市局都市整備部まちづくり企画課
主査（港北まちづくり担当）

住宅都市局都市整備部まちづくり企画課
主査（堀川周辺担当）

濵中　将樹

住宅都市局都市整備部名港開発振興課企
画係長

住宅都市局住宅部住宅整備課主査（民間
活力による住宅整備担当）

鳥越　紀計

住宅都市局都市整備部名港開発振興課主
査（中川運河担当）

住宅都市局付主査（名古屋市住宅供給公
社派遣）

尾造　克

住宅都市局都市整備部名港開発振興課主
査（水辺環境の整備・水上交通担当）

住宅都市局都市整備部名港開発振興課主
査（水上交通担当）

奥村　肇

住宅都市局都市整備部名港開発振興課主
査（金城ふ頭開発担当）

住宅都市局付主査（栄公園振興株式会社
派遣）

藤野　隆宏

住宅都市局都市整備部耐震化支援室企画
係長

住宅都市局住宅部住宅企画課企画係長 山内　和明

住宅都市局都市整備部耐震化支援室推進
係長

住宅都市局リニア関連都心開発部リニア
関連・名駅周辺開発推進課主査（名駅
ターミナル機能強化担当）

若松　もえ

住宅都市局都市整備部市街地整備課区画
整理係長

住宅都市局リニア関連都心開発部リニア
関連・名駅周辺開発推進課主査（名駅南
公共空間整備担当）

髙井　美紀

住宅都市局都市整備部市街地整備課主査
（補償調整等担当）

住宅都市局技師 柘植　正司

住宅都市局都市整備部アジア競技大会選
手村後利用開発推進室調査設計係長

住宅都市局都市整備部まちづくり企画課
主査（まちづくりに係る特命事項の処理
担当）

加藤　慎一

住宅都市局都市整備部アジア競技大会選
手村後利用開発推進室工事係長

住宅都市局都市整備部まちづくり企画課
主査（まちづくりに係る特命事項の処理
担当）

渡瀬　雄也
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住宅都市局都市整備部アジア競技大会選
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

住宅都市局都市整備部まちづくり企画課
主査（まちづくりに係る特命事項の処理
担当）

加藤　哲丈

担当）

大曽根北・筒井都市整備事務所主査（事
業推進担当）

住宅都市局付主査（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

平井　克伸

緑都市整備事務所再開発係長 住宅都市局付主査（名古屋市住宅供給公
社派遣）

橋本　修

緑都市整備事務所主査（補償担当） 緑都市整備事務所工事係長 次石　寿憲

緑都市整備事務所工事係長 住宅都市局リニア関連都心開発部リニア
関連・名駅周辺開発推進課主査（名駅
ターミナル機能強化担当）

内藤　翔太

住宅都市局リニア関連都心開発部都心ま
ちづくり課企画係長

住宅都市局都市整備部耐震化支援室企画
係長

植松　幹夫

住宅都市局リニア関連都心開発部都心ま
ちづくり課主査（栄公共空間担当）

経済局商業・流通部地域商業課主査（大
店立地担当）

福永　渉

住宅都市局リニア関連都心開発部リニア
関連・名駅周辺開発推進課まちづくり推
進係長

住宅都市局都市計画部交通企画課企画調
査係長

小島　敦

住宅都市局リニア関連都心開発部リニア
関連・名駅周辺開発推進課主査（まちづ
くり調整担当）

住宅都市局リニア関連都心開発部リニア
関連・名駅周辺開発推進課主査（市街地
整備担当）

近藤　卓也

住宅都市局リニア関連都心開発部リニア
関連・名駅周辺開発推進課主査（名駅南
公共空間整備等担当）

住宅都市局技師 岩田　和也

住宅都市局リニア関連都心開発部名駅
ターミナル整備室整備第一係長

市長室秘書課主査（秘書担当） 杉野　庸介

住宅都市局リニア関連都心開発部名駅
ターミナル整備室主査（名駅ターミナル
機能強化担当）

緑都市整備事務所再開発係長 小野田　昌樹

住宅都市局リニア関連都心開発部名駅
ターミナル整備室主査（名駅ターミナル
機能強化担当）

住宅都市局リニア関連都心開発部リニア
関連・名駅周辺開発推進課主査（名駅南
公共空間整備担当）

塚西　進一

住宅都市局リニア関連都心開発部名駅
ターミナル整備室整備第二係長

住宅都市局リニア関連都心開発部リニア
関連・名駅周辺開発推進課リニア関連整
備係長

久田　資章

住宅都市局リニア関連都心開発部名駅
ターミナル整備室主査（名駅ターミナル
事業調整担当）

住宅都市局都市整備部まちづくり企画課
主査（港北まちづくり担当）

内田　博也

住宅都市局リニア関連都心開発部名駅
ターミナル整備室主査（名駅ターミナル
補償担当）

住宅都市局リニア関連都心開発部リニア
関連・名駅周辺開発推進課主査（名駅
ターミナル補償担当）

冨樫　尚寛

住宅都市局付主査（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

大曽根北・筒井都市整備事務所主査（事
業推進担当）

花村　佳佑

住宅都市局付主査（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

住宅都市局主事 山本　拓

住宅都市局付主査（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

住宅都市局都市計画部都市景観室調査企
画係長

清水　友浩

住宅都市局付主査（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

住宅都市局リニア関連都心開発部リニア
関連・名駅周辺開発推進課主査（事業調
整担当）

田賀　雅宏

住宅都市局付主査（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

緑政土木局技師 横山　文彦
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住宅都市局付主査（名古屋市住宅供給公
社派遣）

住宅都市局主事 黒宮　翔太

住宅都市局付主査（名古屋市住宅供給公
社派遣）

住宅都市局主事 山路　祥仁

住宅都市局付主査（栄公園振興株式会社
派遣）

住宅都市局主事 中西　高之

住宅都市局付主査（名古屋ガイドウェイ
バス株式会社派遣）

住宅都市局主事 松野　圭悟

住宅都市局付主査（名古屋臨海高速鉄道
株式会社派遣）

住宅都市局主事 山本　祥史

住宅都市局付主査（名古屋臨海高速鉄道
株式会社派遣）

住宅都市局主事 中川　優哉

緑政土木局総務課庶務係長 緑政土木局路政部道路管理課占用係長 鶴原　聡

緑政土木局総務課主査（調査・車両担
当）

市会事務局調査課法制係長 江口　聡

緑政土木局総務課管理係長 緑政土木局総務課主査（調査・車両担
当）

日比野　雅人

緑政土木局企画経理課企画係長 緑政土木局道路建設部道路建設課事業計
画係長

廣田　修

緑政土木局企画経理課経理係長 財政局財政部資産経営戦略室主査（用地
担当）

前田　明生

緑政土木局企画経理課主査（広域交通に
係る企画調整担当）

西土木事務所維持第一係長 岩倉　進悟

緑政土木局企画経理課主査（道路等に係
る連絡調整担当）

中川土木事務所維持第一係長 森　真人

緑政土木局企画経理課主査（道路等の危
機管理・水防担当）

中村土木事務所維持第一係長 鈴木　賢治

緑政土木局技術指導課指導検査係長 緑政土木局技術指導課主査（指導検査担
当）

森下　隆志

緑政土木局技術指導課主査（指導検査担
当）

緑政土木局道路建設部道路建設課用地測
量係長

大野　暢彦

緑政土木局技術指導課技術管理係長 緑政土木局路政部道路管理課監理係長 伊藤　良一

千種土木事務所整備係長 東山総合公園再生整備課再生整備係長 宮木　毅

東土木事務所整備係長 緑政土木局企画経理課主査（広域交通に
係る企画調整担当）

梅林　司

北土木事務所維持第一係長 北土木事務所整備係長 渡邊　寿彦

北土木事務所整備係長 緑政土木局技師 水野　真聡

西土木事務所維持第一係長 名古屋城総合事務所管理活用課保存維持
係長

村野　守
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中村土木事務所管理係長 緑政土木局付主査（公益財団法人なごや
建設事業サービス財団派遣）

鵜飼　洋一郎

中村土木事務所維持第一係長 財政局契約部契約課主査（総合評価等担
当）

後藤　真利

中村土木事務所維持第二係長 緑政土木局技師 新美　芳和

中土木事務所維持第一係長 中土木事務所整備係長 箕浦　誠夫

中土木事務所維持第二係長 緑政土木局技師 金森　智哉

中土木事務所整備係長 緑政土木局技師 三倉　隆行

昭和土木事務所維持係長 昭和土木事務所整備係長 市川　大祐

昭和土木事務所整備係長 緑土木事務所整備係長 小出　貴文

熱田土木事務所整備係長 緑政土木局技師 宮川　健太

中川土木事務所管理係長 緑政土木局主事 安田　忠弘

中川土木事務所維持第一係長 東土木事務所整備係長 尾関　健二

港土木事務所整備係長 緑政土木局技師 篠田　直季

南土木事務所管理係長 緑政土木局主事 佐野　達也

守山土木事務所管理係長 緑政土木局主事 原田　拓史

守山土木事務所維持第一係長 守山土木事務所整備係長 竹内　崇剛

守山土木事務所維持第二係長 天白土木事務所整備係長 森山　博光

守山土木事務所整備係長 環境局技師 加藤　昌宏

緑土木事務所維持第一係長 監査事務局技師 増田　真一

緑土木事務所整備係長 熱田土木事務所整備係長 山田　征宏

名東土木事務所維持係長 名東土木事務所整備係長 木村　好徳

名東土木事務所整備係長 緑政土木局道路建設部道路建設課主査
（事業調整担当）

蒲野　裕貴
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天白土木事務所管理係長 健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルス感染症対策に係

井上　雄介

る保健センターの支援担当）

天白土木事務所整備係長 観光文化交流局技師 久田　宗昌

緑政土木局路政部道路管理課占用係長 緑政土木局河川部河川管理課管理係長 辻　正時

緑政土木局路政部道路管理課監理係長 緑政土木局路政部道路維持課主査（道路
保全担当）

内山　晃志

緑政土木局路政部道路利活用課境界測量
総括係長

緑政土木局道路建設部道路建設課橋梁保
全係長

竹市　潔史

緑政土木局路政部道路利活用課東部方面
境界測量係長

緑政土木局道路建設部道路建設課橋梁整
備係長

林　桂太郎

緑政土木局路政部道路利活用課主査（道
路の利活用に係る企画調整担当）

中村土木事務所管理係長 丹羽　宏幸

緑政土木局路政部道路維持課維持計画係
長

緑政土木局路政部自転車利用課駐車対策
係長

佐藤　貴嗣

緑政土木局路政部道路維持課主査（道路
保全担当）

緑土木事務所維持第一係長 大橋　勇二

緑政土木局路政部道路維持課維持係長 緑政土木局技術指導課技術管理係長 四谷　晋司

緑政土木局路政部道路維持課主査（安全
対策に係る特命事項の処理担当）

昭和土木事務所維持係長 榎本　晶子

緑政土木局路政部道路維持課施設管理係
長

監査事務局工事監査室主査（工事監査担
当）

浅井　敦司

緑政土木局路政部自転車利用課駐車対策
係長

緑政土木局路政部自転車利用課主査（都
心部自転車対策担当）

二村　賢

緑政土木局路政部自転車利用課環境整備
係長

緑政土木局路政部自転車利用課主査（施
設整備担当）

名和　朋功

緑政土木局路政部自転車利用課主査（整
備担当）

緑政土木局路政部道路維持課主査（安全
対策に係る特命事項の処理担当）

姫野　正太郎

緑政土木局路政部自転車利用課主査（都
心部自転車対策担当）

緑政土木局緑地部緑地利活用課主査（施
設の運営改善・活用担当）

伊藤　和人

緑政土木局道路建設部用地補償課立体交
差用地係長

緑政土木局道路建設部用地補償課橋梁用
地係長

鶴見　尚人

緑政土木局道路建設部用地補償課橋梁用
地係長

東山総合公園管理課管理係長 松田　竹志

緑政土木局道路建設部用地補償課評価係
長

緑政土木局緑地部緑地事業課主査（みど
りの用地担当）

武田　一利

緑政土木局道路建設部道路建設課事業計
画係長

緑政土木局路政部道路利活用課主査（道
路の利活用に係る企画調整担当）

髙木　倫子

緑政土木局道路建設部道路建設課主査
（事業調整担当）

港土木事務所整備係長 関　貴之

58



新　　　　　任 旧　　　　　任 氏　　名

[ 係　長　級 ]

緑政土木局道路建設部道路建設課橋梁計
画係長

スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ
施設室主査（瑞穂公園整備推進担当）

坪井　幹宜

緑政土木局道路建設部道路建設課橋梁整
備係長

中土木事務所維持第一係長 後藤　誠

緑政土木局道路建設部道路建設課橋梁保
全係長

緑政土木局河川部河川工務課施設整備係
長

堀口　守雄

緑政土木局道路建設部道路建設課立体交
差係長

守山土木事務所維持第一係長 横井　康輔

緑政土木局道路建設部道路建設課用地測
量係長

緑政土木局路政部道路利活用課境界測量
総括係長

鈴木　泰秀

緑政土木局河川部河川管理課管理係長 緑政土木局道路建設部用地補償課立体交
差用地係長

成瀬　涼二

緑政土木局河川部河川計画課事業調整係
長

緑政土木局企画経理課主査（道路等の危
機管理・水防担当）

加藤　裕之

緑政土木局河川部河川計画課主査（堀川
まちづくり担当）

中川土木事務所管理係長 浅野　雅人

緑政土木局河川部河川計画課主査（流域
治水に伴う河川事業の推進担当）

緑政土木局技師 松浦　直宏

緑政土木局河川部河川工務課維持係長 緑政土木局河川部河川計画課事業調整係
長

内山　尚一

緑政土木局河川部河川工務課主査（耐震
対策担当）

北土木事務所維持第一係長 阿部　貴紀

緑政土木局河川部河川工務課施設整備係
長

緑政土木局河川部河川工務課主査（耐震
対策担当）

勝山　滋郎

緑政土木局都市農業課主査（都市農業支
援担当）

緑政土木局都市農業課主査（生産緑地等
の施策に係る調整担当）

河合　智也

緑政土木局緑地部緑地管理課管理係長 緑政土木局緑地部緑地利活用課運営係長 丸山　直美

緑政土木局緑地部緑地管理課主査（公園
適正利用担当）

守山土木事務所管理係長 西本　吉志

緑政土木局緑地部緑地利活用課運営係長 緑政土木局河川部河川計画課主査（堀川
まちづくり担当）

小川　育弘

緑政土木局緑地部緑地利活用課公園経営
係長

緑政土木局緑地部緑地事業課主査（みど
りが丘公園整備担当）

花井　雄

緑政土木局緑地部緑地利活用課主査（施
設の運営改善・活用担当）

東山総合公園管理課主査（広報・営業担
当）

太田　雅也

緑政土木局緑地部緑地維持課維持係長 緑政土木局緑地部緑地利活用課公園経営
係長

中根　和之

緑政土木局緑地部緑地事業課整備係長 緑政土木局緑地部緑地事業課主査（防災
公園整備担当）

鈴木　健一郎

緑政土木局緑地部緑地事業課主査（みど
りが丘公園整備担当）

東山総合公園管理課維持係長 高取　真也

緑政土木局緑地部緑地事業課主査（防災
公園整備担当）

緑政土木局付主査（独立行政法人都市再
生機構派遣）

磯田　一岳
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緑政土木局緑地部緑地事業課主査（みど
りの用地担当）

緑政土木局緑地部緑地管理課主査（公園
適正利用担当）

永田　雅康

東山総合公園管理課管理係長 緑政土木局道路建設部用地補償課評価係
長

家邉　貴博

東山総合公園管理課維持係長 守山土木事務所維持第二係長 酒井　千裕

東山総合公園管理課主査（施設管理・調
整担当）

交通局技師 福田　知佳

東山総合公園管理課主査（広報・営業担
当）

観光文化交流局観光交流部国際交流課主
査（多文化共生推進に係る企画調整担
当）

梅村　友子

東山総合公園管理課主査（営業施設担
当）

天白土木事務所管理係長 松本　泰幸

東山総合公園再生整備課再生整備係長 東京事務所主査（総括担当） 石黒　進也

東山総合公園再生整備課主査（施設整備
担当）

住宅都市局技師 藤井　正嗣

東山動物園指導衛生係長 中央卸売市場南部市場管理課主査（衛生
担当）

永田　祐二

東山植物園緑地造園係長 東山植物園指導園芸係長 石川　和之

東山植物園指導園芸係長 中村土木事務所維持第二係長 近藤　多希

緑政土木局付主査（独立行政法人都市再
生機構派遣）

東山植物園緑地造園係長 小栗　大樹

千種区区政部総務課庶務係長（千種区課
長代理）

千種区区政部地域力推進室地域力推進係
長

伊藤　秀樹

千種区区政部企画経理室主査（企画経理
担当）

財政局主事 服部　華帆

千種区区政部地域力推進室地域力推進係
長

千種区保健福祉センター福祉部福祉課高
齢福祉係長

須藤　浩一

千種区区政部地域力推進室主査（安心・
安全で快適なまちづくりの企画担当）

千種区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

大野　純

千種区区政部市民課住民記録係長 名東環境事業所事務係長 北野　知洋

千種区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（子ども家庭支援担当）

上下水道局東部営業センター主査（徴収
関係事務担当）

平山　貴世

千種区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

住宅都市局主事 井上　貴博

千種区保健福祉センター福祉部福祉課高
齢福祉係長

千種区保健福祉センター福祉部福祉課障
害福祉係長

大島　昌

千種区保健福祉センター福祉部福祉課主
査（地域包括ケア推進担当）

中川区主事 藤井　果林

千種区保健福祉センター福祉部福祉課主
査（介護保険担当）

千種区保健福祉センター福祉部福祉課主
査（地域包括ケア推進担当）

山崎　智之
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千種区保健福祉センター福祉部福祉課障
害福祉係長

千種区保健福祉センター福祉部保険年金
課管理係長

稲田　利徳

千種区保健福祉センター福祉部保険年金
課管理係長

千種区保健福祉センター福祉部福祉課主
査（介護保険担当）

菅沼　由起子

千種区保健福祉センター保健管理課企画
管理係長

千種区保健福祉センター保健予防課保健
感染症係長

薮下　真利

千種区保健福祉センター保健管理課主査
（医療安全担当）

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

友田　達伸

千種区保健福祉センター保健管理課主査
（食品衛生・動物愛護担当）

教育委員会事務局指導部学校保健課中学
校給食係長

小島　陽三

千種区保健福祉センター保健予防課保健
感染症係長

千種区区政部市民課住民記録係長 長谷部　正仁

千種区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

健康福祉局付主査 田村　郁

千種区保健福祉センター保健予防課主査
（保健看護担当）

西区保健福祉センター保健予防課主査
（保健看護担当）

竹田　映梨子

東区区政部企画経理室主査（企画経理担
当）

交通局桜通線運転区首席助役 今井　裕紀

東区区政部地域力推進室主査（安心・安
全で快適なまちづくりの企画担当）

上下水道局東部営業センター営業係長 尾﨑　達郎

東区区政部市民課住民記録係長 東区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（子ども家庭支援担当）

山本　洋子

東区保健福祉センター福祉部民生子ども
課民生子ども係長

東区保健福祉センター福祉部保険年金課
保険係長

岩田　悠佑

東区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（子ども家庭支援担当）

監査事務局主事 岩月　友和

東区保健福祉センター福祉部福祉課高齢
福祉係長

東区保健福祉センター福祉部民生子ども
課民生子ども係長

田中　秀司

東区保健福祉センター福祉部福祉課主査
（地域包括ケア推進担当）

東区区政部地域力推進室主査（安心・安
全で快適なまちづくりの企画担当）

土方　真美

東区保健福祉センター福祉部保険年金課
管理係長（東区課長代理）

東区区政部市民課住民記録係長 渕上　聡

東区保健福祉センター福祉部保険年金課
保険係長

東区保健福祉センター福祉部福祉課主査
（地域包括ケア推進担当）

松山　伸広

東区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

健康福祉局技師 加藤　達也

北区区政部総務課庶務係長 北区区政部地域力推進室地域力推進係長 河野　多加志

北区区政部総務課統計選挙係長 市会事務局主事 石部　駿侑

北区区政部企画経理室主査（企画経理担
当）

会計室主事 笠原　浩介

北区区政部地域力推進室地域力推進係長 北区区政部総務課統計選挙係長 大原　伸晃
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北区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担当）

北区保健福祉センター福祉部保険年金課
保険係長

三﨑　春彦

北区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（子ども家庭支援担当）

監査事務局主事 中河　明日香

北区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（生活保護担当）

北区楠支所区民福祉課主査（生活保護担
当）

宮田　一弘

北区保健福祉センター福祉部保険年金課
保険係長

北区楠支所区民福祉課保険係長 大山　浩司

北区保健福祉センター保健予防課主査
（医務担当）

港区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

加賀見　大介

北区楠支所区民生活課市民係長 北区楠支所区民福祉課福祉係長 岡田　孝雄

北区楠支所区民福祉課主査（生活保護担
当）

港区主事 宮坂　知史

北区楠支所区民福祉課福祉係長 北区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（生活保護担当）

竹田　明弘

北区楠支所区民福祉課保険係長 栄市税事務所上社出張所主査（徴収担
当）

植田　義浩

西区区政部総務課庶務係長 西区区政部地域力推進室地域力推進係長 角　潤二

西区区政部総務課統計選挙係長 西区山田支所区民福祉課主査（生活保護
担当）

北口　寛信

西区区政部地域力推進室地域力推進係長 西区保健福祉センター福祉部福祉課高齢
福祉係長

高田　浩司

西区区政部地域力推進室主査（生涯学習
担当）

総務局主事 原　あゆみ

西区区政部市民課戸籍係長 西区区政部市民課住民記録係長 上野　和馬

西区区政部市民課住民記録係長 西区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（生活保護担当）

加藤　裕介

西区保健福祉センター福祉部民生子ども
課民生子ども係長

西区区政部総務課統計選挙係長 菅原　英剛

西区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（子ども家庭支援担当）

住宅都市局付主査（名古屋臨海高速鉄道
株式会社派遣）

森本　裕章

西区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（生活保護担当）

健康福祉局主事 杉浦　佑輔

西区保健福祉センター福祉部福祉課高齢
福祉係長

西区保健福祉センター福祉部民生子ども
課民生子ども係長

田中　利樹

西区保健福祉センター福祉部福祉課主査
（地域包括ケア推進担当）

総務局主事 江場　友香里

西区保健福祉センター福祉部保険年金課
管理係長

西区山田支所区民福祉課福祉係長 井田　幸信

西区保健福祉センター健康安全課主査
（食品衛生・動物愛護等担当）

中村区保健福祉センター保健管理課主査
（食品衛生・動物愛護担当）

今西　崇平
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西区保健福祉センター公害対策室主査
（規制指導担当）

守山区保健福祉センター健康安全課主査
（食品衛生・動物愛護等担当）

荒川　翔太

西区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

昭和区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

藤井　由美

西区保健福祉センター保健予防課主査
（保健看護担当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルス感染症対策に係

水谷　知子

る保健センターの支援担当）

西区山田支所区民福祉課主査（生活保護
担当）

南区主事 谷　斉崇

西区山田支所区民福祉課福祉係長 西区保健福祉センター福祉部保険年金課
管理係長

榊　泰貴

中村区区政部総務課主査（防災担当） 熱田区主事 田中　宏宗

中村区区政部地域力推進室地域力推進係
長

スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ
戦略室スポーツ戦略係長

棚橋　英里佳

中村区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担当）

中村区区政部市民課主査（個人番号カー
ド交付に係る調整担当）

赤尾　育彦

中村区区政部市民課住民記録係長 中村区区政部総務課主査（防災担当） 水野　尊雄

中村区区政部市民課主査（個人番号カー
ド交付に係る調整担当）

学校事務センター主事 久本　健悟

中村区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

西部児童相談所主査（緊急介入・児童虐
待に係る相談援助等担当）

土本　英孝

中村区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

スポーツ市民局主事 黒田　洋佑

中村区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課保護第二係長

中村区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

河瀬　侑子

中村区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課保護援護係長

港区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（生活保護担当）

小川　陽平

中村区保健福祉センター福祉部福祉課障
害福祉係長

中村区保健福祉センター福祉部保険年金
課保険係長

足立　充

中村区保健福祉センター福祉部保険年金
課保険係長

中村区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

内山　健太朗

中村区保健福祉センター保健管理課主査
（医療安全担当）

中区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（相談援護担当）

松井　広樹

中村区保健福祉センター保健管理課主査
（食品衛生・動物愛護担当）

食肉衛生検査所指導管理係長 山岸　純二郎

中村区保健福祉センター環境薬務室主査
（営業施設指導担当）

緑区保健福祉センター健康安全課主査
（食品衛生・動物愛護等担当）

村田　靖幸

中村区保健福祉センター保健予防課保健
感染症係長

中村区保健福祉センター保健管理課主査
（医療安全担当）

山本　修司

中村区保健福祉センター保健予防課主査
（医務担当）

中区医師 風間　有美子
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中村区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

スポーツ市民局主事 藤井　祐貴

中区区政部総務課庶務係長 中区保健福祉センター福祉部保険年金課
保険係長

谷口　正芳

中区区政部総務課統計選挙係長 中区保健福祉センター福祉部保険年金課
管理係長

大橋　寛明

中区区政部企画経理室主査（企画経理担
当）

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

野上　大輝

中区区政部地域力推進室主査（生涯学
習・スポーツの推進担当）

中区保健福祉センター福祉部福祉課主査
（介護保険担当）

渡邉　敦子

中区区政部地域力推進室主査（地域の魅
力の向上・多文化共生の推進担当）

中区区政部地域力推進室主査（安心・安
全で快適なまちづくりの企画担当）

池田　祐樹

中区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（相談援護担当）

千種区選挙管理委員会事務室主事 川副　洋平

中区保健福祉センター福祉部福祉課高齢
福祉係長

中区保健福祉センター福祉部福祉課障害
福祉係長

小林　達弘

中区保健福祉センター福祉部福祉課主査
（介護保険担当）

中区区政部地域力推進室主査（生涯学習
担当）

野﨑　洋祐

中区保健福祉センター福祉部福祉課障害
福祉係長

健康福祉局生活福祉部保険年金課主査
（収納指導担当）

和田　裕太

中区保健福祉センター福祉部保険年金課
管理係長

港区保健福祉センター福祉部保険年金課
管理係長

松金　拓哉

中区保健福祉センター福祉部保険年金課
保険係長

子ども青少年局子育て支援部子ども福祉
課主査（事業者指導・監査等担当）

澤村　良

中区保健福祉センター環境薬務室主査
（営業施設指導担当）

昭和区保健福祉センター健康安全課主査
（食品衛生・動物愛護等担当）

水野　洋樹

中区保健福祉センター保健予防課主査
（保健看護担当）

熱田区保健師 倉知　恭子

昭和区区政部総務課庶務係長 昭和区区政部地域力推進室地域力推進係
長

浅井　和久

昭和区区政部総務課統計選挙係長 昭和区保健福祉センター福祉部福祉課主
査（地域包括ケア推進担当）

加藤　卓磨

昭和区区政部地域力推進室地域力推進係
長

昭和区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課民生子ども係長

杉浦　哲也

昭和区区政部地域力推進室主査（生涯学
習担当）

昭和区区政部総務課統計選挙係長 後藤　昌己

昭和区区政部市民課戸籍係長 昭和区区政部市民課住民記録係長 松田　麻希

昭和区区政部市民課住民記録係長 天白区保健福祉センター福祉部保険年金
課保険係長

安井　研太郎

昭和区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課民生子ども係長

健康福祉局高齢福祉部介護保険課保険料
係長

井上　祥一

昭和区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課保護係長

西部児童相談所保護係長 伊藤　徹也
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昭和区保健福祉センター福祉部福祉課高
齢福祉係長

昭和区区政部市民課戸籍係長 三浦　秀夫

昭和区保健福祉センター福祉部福祉課主
査（地域包括ケア推進担当）

守山区区政部企画経理室主査（企画経理
担当）

山本　るり

昭和区保健福祉センター福祉部保険年金
課管理係長

昭和区保健福祉センター福祉部保険年金
課保険係長

岩田　敏弘

昭和区保健福祉センター福祉部保険年金
課保険係長

市会事務局主事 唐木　惇伍

昭和区保健福祉センター健康安全課主査
（食品衛生・動物愛護等担当）

健康福祉局技師 坂口　綾子

昭和区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

佐々木　達朗

瑞穂区区政部総務課主査（防災担当） 瑞穂区区政部市民課戸籍係長 堀田　真治

瑞穂区区政部地域力推進室地域力推進係
長

瑞穂区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課民生子ども係長

細江　智裕

瑞穂区区政部地域力推進室主査（生涯学
習担当）

市長室主事 伊藤　結花

瑞穂区区政部市民課戸籍係長 瑞穂区保健福祉センター福祉部福祉課主
査（介護保険担当）

野口　良子

瑞穂区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課民生子ども係長（瑞穂区課長代理）

瑞穂区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課保護係長

古田　和彦

瑞穂区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課保護係長

瑞穂区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

木村　泰之

瑞穂区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

中川区主事 石黒　佑一

瑞穂区保健福祉センター福祉部福祉課主
査（地域包括ケア推進担当）

瑞穂区区政部総務課主査（防災担当） 吉野　文明

瑞穂区保健福祉センター福祉部福祉課主
査（介護保険担当）

あけぼの学園指導第一係長 中山　浩志

瑞穂区保健福祉センター福祉部保険年金
課保険係長

瑞穂区区政部地域力推進室主査（生涯学
習担当）

橋本　明子

瑞穂区保健福祉センター健康安全課主査
（食品衛生・動物愛護等担当）

健康福祉局技師 松村　正植

瑞穂区保健福祉センター保健予防課保健
感染症係長

港区南陽支所区民福祉課福祉係長 中田　肇

瑞穂区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

総務局臨床検査技師 植村　普学

熱田区区政部総務課庶務係長 熱田区区政部地域力推進室地域力推進係
長

夫馬　良太

熱田区区政部総務課主査（防災担当） 環境局主事 服部　友哉

熱田区区政部総務課統計選挙係長 熱田区区政部総務課主査（防災担当） 野末　英吾
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熱田区区政部地域力推進室地域力推進係
長

熱田区保健福祉センター福祉部保険年金
課管理係長

三浦　真江

熱田区区政部地域力推進室主査（生涯学
習担当）

教育委員会事務局主事 濱野　大智

熱田区区政部市民課戸籍係長 熱田区区政部市民課住民記録係長 栗井　洋樹

熱田区区政部市民課住民記録係長 総務局付主査（職員共済事務） 宮田　友美

熱田区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課民生子ども係長

熱田区保健福祉センター福祉部福祉課高
齢福祉係長

古橋　悟子

熱田区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

子ども青少年局主事 内田　和宏

熱田区保健福祉センター福祉部福祉課高
齢福祉係長

熱田区区政部総務課統計選挙係長 近藤　啓介

熱田区保健福祉センター福祉部福祉課主
査（地域包括ケア推進担当）

名東区主事 森　智香子

熱田区保健福祉センター福祉部保険年金
課管理係長

熱田区区政部市民課戸籍係長 山田　真須美

熱田区保健福祉センター健康安全課企画
管理係長

熱田区保健福祉センター福祉部福祉課主
査（地域包括ケア推進担当）

内田　悟郎

熱田区保健福祉センター健康安全課主査
（食品衛生・動物愛護等担当）

名東区付主査 菱川　奈央美

熱田区保健福祉センター健康安全課主査
（大規模施設に係るＨＡＣＣＰ監視等担
当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルス感染症対策の推

安田　智大

進担当）

熱田区保健福祉センター保健予防課主査
（公害保健担当）

健康福祉局主事 吉田　雄城

熱田区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

中川区保健福祉センター保健予防課保健
感染症係長

良　光裕

熱田区保健福祉センター保健予防課主査
（保健看護担当）

健康福祉局保健師 鈴木　朋子

中川区区政部総務課主査（防災担当） 住宅都市局主事 平松　翼

中川区区政部総務課統計選挙係長 中川区富田支所区民福祉課保護・子ども
係長

入江　彰彦

中川区区政部地域力推進室地域力推進係
長

中川区区政部地域力推進室主査（安心・
安全で快適なまちづくりの企画担当）

古地　大祐

中川区区政部地域力推進室主査（安心・
安全で快適なまちづくりの企画担当）

経済局主事 加納　真里奈

中川区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課保護係長

中川区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

篠田　昌弘

中川区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

中川区富田支所区民福祉課主査（障害担
当）

大坪　智裕
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中川区保健福祉センター福祉部福祉課高
齢福祉係長

中川区区政部総務課統計選挙係長 濱上　琢也

中川区保健福祉センター福祉部福祉課障
害福祉係長

中川区保健福祉センター福祉部保険年金
課保険係長

小関　浩司

中川区保健福祉センター福祉部保険年金
課保険係長

中川区保健福祉センター福祉部福祉課障
害福祉係長

横井　紀幸

中川区保健福祉センター健康安全課企画
管理係長

熱田区保健福祉センター健康安全課企画
管理係長

前川　雄一

中川区保健福祉センター健康安全課主査
（食品衛生・動物愛護等担当）

千種区保健福祉センター保健管理課主査
（食品衛生・動物愛護担当）

篠原　亜理

中川区保健福祉センター保健予防課保健
感染症係長

天白区保健福祉センター保健予防課保健
感染症係長

角田　忠司

中川区富田支所区民生活課市民係長 中川区区政部地域力推進室地域力推進係
長

平野　裕子

中川区富田支所区民福祉課保護・子ども
係長

名東区保健福祉センター福祉部保険年金
課管理係長

西松　利幸

中川区富田支所区民福祉課主査（生活保
護担当）

人事委員会事務局主事 塩津　聡

中川区富田支所区民福祉課主査（障害担
当）

子ども青少年局主事 久保田　圭一郎

港区区政部総務課主査（防災担当） 教育委員会事務局主事 原　拓人

港区区政部総務課統計選挙係長 南区選挙管理委員会事務室主事 鬼頭　由弘

港区区政部地域力推進室地域力推進係長 港区保健福祉センター福祉部民生子ども
課民生子ども係長

大場　章弘

港区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担当）

港区区政部地域力推進室主査（安心・安
全で快適なまちづくりの企画担当）

林　浩司

港区区政部市民課住民記録係長 中川区区政部総務課主査（防災担当） 淺井　尚

港区区政部市民課主査（個人番号カード
交付に係る調整担当）

住宅都市局主事 竹尾　直樹

港区保健福祉センター福祉部民生子ども
課民生子ども係長

港区保健福祉センター福祉部福祉課高齢
福祉係長

長井　理恵子

港区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（生活保護担当）

健康福祉局主事 齋藤　洋希

港区保健福祉センター福祉部福祉課高齢
福祉係長

港区保健福祉センター福祉部福祉課主査
（介護保険担当）

原　英統

港区保健福祉センター福祉部福祉課主査
（介護保険担当）

名東区保健福祉センター保健予防課主査
（保健看護担当）

大岡　康子

港区保健福祉センター福祉部保険年金課
管理係長

港区区政部市民課住民記録係長 小幡　晋司

港区保健福祉センター健康安全課企画管
理係長（港区課長代理）

港区保健福祉センター健康安全課企画管
理係長

荒川　恭光
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港区保健福祉センター保健予防課主査
（公害保健担当）

総務局主事 吉澤　章子

港区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

健康福祉局歯科医師 永田　光映

港区南陽支所区民福祉課福祉係長 厚生院管理部業務課相談支援係長 林　美雄

南区区政部総務課庶務係長 南区区政部地域力推進室地域力推進係長 島田　洋寿

南区区政部総務課主査（防災担当） 上下水道局中川営業所主査（徴収関係事
務担当）

堀金　洋祐

南区区政部企画経理室主査（企画経理担
当）

南区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（生活保護担当）

小林　駿

南区区政部地域力推進室地域力推進係長 南区保健福祉センター福祉部福祉課高齢
福祉係長

後藤　祐樹

南区保健福祉センター福祉部民生子ども
課民生子ども係長

南区保健福祉センター福祉部福祉課障害
福祉係長

大谷　英司

南区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（子ども家庭支援担当）

西部児童相談所管理相談係長 浅野　紘志

南区保健福祉センター福祉部民生子ども
課保護係長

南区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（生活保護担当）

河合　義大

南区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（生活保護担当）

中川区富田支所区民福祉課主査（生活保
護担当）

向田　聡一郎

南区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（生活保護担当）

市会事務局主事 加藤　裕樹

南区保健福祉センター福祉部福祉課高齢
福祉係長

南区保健福祉センター福祉部民生子ども
課民生子ども係長

原　久敦

南区保健福祉センター福祉部福祉課主査
（介護保険担当）

南区区政部企画経理室主査（企画経理担
当）

山本　達也

南区保健福祉センター福祉部福祉課障害
福祉係長

南区保健福祉センター福祉部民生子ども
課保護係長

山田　裕司

南区保健福祉センター保健管理課主査
（食品衛生・動物愛護担当）

守山区技師 首代　敏宏

南区保健福祉センター環境薬務室主査
（営業薬務担当）

南区保健福祉センター環境薬務室主査
（住居衛生担当）

土井　恵美子

南区保健福祉センター環境薬務室主査
（住居衛生担当）

中村区技師 植原　史裕

南区保健福祉センター公害対策室主査
（規制指導担当）

環境局技師 見屋井　美樹

南区保健福祉センター保健予防課主査
（公害保健担当）

南区保健福祉センター福祉部福祉課主査
（介護保険担当）

島　彰

南区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

瑞穂区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

串田　祥聖

守山区区政部総務課庶務係長 守山区区政部地域力推進室地域力推進係
長

長坂　聡子
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守山区区政部企画経理室主査（企画経理
担当）

守山区保健福祉センター福祉部保険年金
課管理係長

三輪　裕之

守山区区政部地域力推進室地域力推進係
長

守山区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担当）

伊藤　耕輔

守山区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担当）

経済局主事 丹羽　仁美

守山区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（子ども家庭支援担当）

住宅都市局主事 田中　淳一

守山区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課保護係長

守山区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

伊藤　宏康

守山区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

健康福祉局健康部保健医療課主査（陽子
線がん治療施設事業担当）

齋田　治樹

守山区保健福祉センター福祉部福祉課主
査（介護保険担当）

交通局名城線北部駅務区栄管区駅首席助
役

村上　拓造

守山区保健福祉センター福祉部福祉課障
害福祉係長

上下水道局北部管路センター事務係長 竹下　晃

守山区保健福祉センター福祉部保険年金
課管理係長

守山区保健福祉センター福祉部福祉課障
害福祉係長

山下　孝則

守山区保健福祉センター健康安全課主査
（食品衛生・動物愛護等担当）

南区保健福祉センター保健管理課主査
（食品衛生・動物愛護担当）

筒井　淳也

守山区保健福祉センター保健予防課主査
（医務担当）

千種区保健福祉センター保健予防課主査
（医務担当）

水谷　亜以子

緑区区政部総務課庶務係長 緑区保健福祉センター福祉部保険年金課
管理係長

河合　大樹

緑区区政部総務課統計選挙係長 緑区保健福祉センター福祉部民生子ども
課保護係長

金澤　真一

緑区区政部地域力推進室地域力推進係長 緑区区政部地域力推進室主査（生涯学習
担当）

一圓　昌孝

緑区区政部地域力推進室主査（生涯学習
担当）

住宅都市局都市計画部交通施設管理課経
営管理係長

加藤　純平

緑区区政部市民課戸籍係長 緑区区政部市民課住民記録係長 針ヶ谷　知宏

緑区区政部市民課住民記録係長 千種区区政部地域力推進室主査（安心・
安全で快適なまちづくりの企画担当）

藤田　貴浩

緑区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（子ども家庭支援担当）

子ども青少年局主事 糠谷　進

緑区保健福祉センター福祉部民生子ども
課保護係長

守山区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課保護係長

北川　裕介

緑区保健福祉センター福祉部福祉課高齢
福祉係長

緑区保健福祉センター福祉部福祉課障害
福祉係長

長谷川　俊文

緑区保健福祉センター福祉部福祉課主査
（地域包括ケア推進担当）

上下水道局緑営業所主査（徴収関係事務
担当）

近藤　絵里子

緑区保健福祉センター福祉部福祉課主査
（介護保険担当）

健康福祉局主事 清水　綾子
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緑区保健福祉センター福祉部福祉課障害
福祉係長

緑区保健福祉センター福祉部福祉課主査
（地域包括ケア推進担当）

能島　優子

緑区保健福祉センター福祉部保険年金課
管理係長

緑区保健福祉センター福祉部保険年金課
保険係長

岩城　道雄

緑区保健福祉センター福祉部保険年金課
保険係長

緑区区政部総務課統計選挙係長 北川　秀

緑区保健福祉センター健康安全課企画管
理係長（緑区課長代理）

緑区保健福祉センター健康安全課企画管
理係長

永井　孝行

緑区保健福祉センター健康安全課主査
（食品衛生・動物愛護等担当）

西区保健福祉センター健康安全課主査
（食品衛生・動物愛護等担当）

加藤　正典

緑区保健福祉センター保健予防課主査
（医務担当）

北区医師 早川　明子

緑区徳重支所区民福祉課福祉係長 緑区徳重支所区民福祉課主査（障害担
当）

浅井　康史

緑区徳重支所区民福祉課主査（障害担
当）

観光文化交流局主事 藤田　春菜

緑区徳重支所区民福祉課保険係長 交通局主事 水谷　真大

名東区区政部総務課主査（防災担当） スポーツ市民局主事 伊藤　彰久

名東区区政部総務課統計選挙係長 熱田区主事 河合　俊哉

名東区区政部地域力推進室地域力推進係
長

名東区区政部総務課統計選挙係長 丸尾　武司

名東区区政部地域力推進室主査（地域の
魅力の向上・発信担当）

名東区保健福祉センター福祉部福祉課主
査（介護保険担当）

平野　綾子

名東区区政部市民課戸籍係長 名東区保健福祉センター健康安全課企画
管理係長

吉田　和弘

名東区区政部市民課住民記録係長 名東区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

後藤　大輔

名東区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

守山区主事 木全　由有紀

名東区保健福祉センター福祉部福祉課主
査（介護保険担当）

名東区区政部地域力推進室主査（安心・
安全で快適なまちづくりの企画担当）

水谷　槙

名東区保健福祉センター福祉部保険年金
課管理係長

名東区保健福祉センター福祉部保険年金
課保険係長

佐藤　秀昭

名東区保健福祉センター福祉部保険年金
課保険係長

名東区区政部総務課主査（防災担当） 久田　佳典

名東区保健福祉センター健康安全課企画
管理係長

千種区保健福祉センター保健管理課企画
管理係長

柴田　博

名東区保健福祉センター公害対策室主査
（規制指導担当）

環境局技師 浅見　翔

名東区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

岡田　徳寿
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名東区保健福祉センター保健予防課主査
（保健看護担当）

守山区保健師 西田　真紀

天白区区政部総務課統計選挙係長 中村区区政部市民課住民記録係長 伊藤　忠信

天白区区政部地域力推進室地域力推進係
長

天白区区政部総務課統計選挙係長 加賀山　暁

天白区区政部地域力推進室主査（生涯学
習担当）

天白区区政部市民課主査（個人番号カー
ド交付に係る調整担当）

中野　有美

天白区区政部市民課主査（個人番号カー
ド交付に係る調整担当）

経済局付主査（公益財団法人名古屋産業
振興公社派遣）

山副　裕美

天白区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課民生子ども係長

天白区保健福祉センター福祉部福祉課高
齢福祉係長

中村　友昭

天白区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課保護係長

天白区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

細川　貴司

天白区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（生活保護担当）

中川区主事 神谷　章宏

天白区保健福祉センター福祉部福祉課高
齢福祉係長

天白区区政部地域力推進室主査（生涯学
習担当）

美馬　輝久

天白区保健福祉センター福祉部保険年金
課保険係長

天白区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課保護係長

明保　耕一郎

天白区保健福祉センター健康安全課主査
（食品衛生・動物愛護等担当）

中区技師 吉田　尚生

天白区保健福祉センター保健予防課保健
感染症係長

南区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

石黒　誠

天白区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

名東区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

中野　洋一

天白区保健福祉センター保健予防課主査
（保健看護担当）

衛生研究所業務課主査（感染症対策担
当）

松岡　まり子

市会事務局調査課法制係長 緑政土木局主事 筧　将成

監査事務局監査第一課庶務係長 監査事務局監査第二課監査第一係長 森　剛志

監査事務局監査第二課監査第一係長 教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課
生涯学習係長

押田　直希

監査事務局監査第二課監査第二係長 監査事務局特別監査室主査（特別監査担
当）

臼井　祐子

監査事務局特別監査室主査（特別監査担
当）

港区区政部総務課統計選挙係長 園部　浩太郎

監査事務局特別監査室主査（特別監査担
当）

上下水道局中川営業所主査（徴収関係事
務担当）

髙木　良介

監査事務局特別監査室主査（特別監査担
当）

財政局主事 長谷川　慎

監査事務局工事監査室工事監査係長 名東土木事務所維持係長 池平　尚由喜
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監査事務局工事監査室主査（工事監査担
当）

住宅都市局住宅部住宅整備課主査（整備
計画・耐震対策担当）

増田　敦司

人事委員会事務局審査課調査係長 総務局総合調整部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担
当）

中島　亮一

教育委員会事務局総務部総務課人事係長 教育委員会事務局総務部総務課調査係長 相馬　徹平

教育委員会事務局総務部総務課調査係長 教育委員会事務局教務部学事課主査（私
学助成担当）

五藤　幹也

教育委員会事務局総務部教育環境計画室
主査（子どもいきいき学校づくり担当）

住宅都市局都市整備部まちづくり企画課
主査（地域まちづくり担当）

今井　達也

教育委員会事務局総務部学校整備課主査
（学校施設リフレッシュプランの推進担
当）

美術館学芸課主査（普及担当） 竹内　智哉

教育委員会事務局総務部学校整備課主査
（学校施設のバリアフリー化の推進担
当）

守山区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課主査（子ども家庭支援担当）

青山　央

教育委員会事務局総務部学校整備課営繕
係長

監査事務局監査第二課監査第二係長 林　祐樹

教育委員会事務局教務部教職員課管理第
一係長

総務局職員部安全衛生課安全衛生係長 鬼頭　健王

教育委員会事務局教務部教職員課主査
（教職員定数・給与等担当）

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

吉川　昌秀

教育委員会事務局教務部学事課学校財務
係長

教育委員会事務局指導部指導室主査（特
別支援教育の推進担当）

阿部　達也

教育委員会事務局教務部学事課主査（私
学助成担当）

熱田区区政部地域力推進室主査（生涯学
習担当）

亀井　理央

教育委員会事務局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
進係長

教育委員会事務局指導部指導室主査（個
別最適化された学びの推進担当）

鷲見　知則

教育委員会事務局新しい学校づくり推進
部新しい学校づくり推進室主査（安全安
心な居場所づくり・教育相談体制担当）

教育委員会事務局主事 足立　浩昭

教育委員会事務局新しい学校づくり推進
部新しい学校づくり推進室主査（学校に
おける働き方改革担当）

教育委員会事務局主事 小野田　絢一

教育委員会事務局新しい学校づくり推進
部子ども応援室子ども応援係長

教育委員会事務局生涯学習部文化財保護
室主査（文化財活用推進担当）

濵口　真哉

教育委員会事務局新しい学校づくり推進
部子ども応援室主査（企画調整担当）

教育委員会事務局子ども応援委員会制度
担当部子ども応援室主査（企画調整担
当）

古田　英司

教育委員会事務局新しい学校づくり推進
部子ども応援室主査（システム・制度改
革担当）

教育委員会事務局子ども応援委員会制度
担当部子ども応援室主査（システム・制
度改革担当）

瓶井　幸信

教育委員会事務局指導部指導室事務係長 教育委員会事務局教務部学事課学校財務
係長

原田　俊治

教育委員会事務局指導部指導室主査（学
校教育に係る企画調整担当）

教育委員会事務局教務部教職員課主査
（教職員定数・給与等担当）

長谷川　有希子

教育委員会事務局指導部指導室主査（特
別支援教育の推進担当）

教育委員会事務局付主査（公益財団法人
名古屋市教育スポーツ協会派遣）

坂本　純一

教育委員会事務局指導部指導室主査（生
徒指導に係る特命事項の処理担当）

教育委員会事務局主事 水谷　安志
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教育委員会事務局指導部学校保健課保健
体育係長

教育委員会事務局総務部学校整備課営繕
係長

澤口　亮

教育委員会事務局指導部学校保健課主査
（給食調理場に係る特命事項の処理担
当）

交通局桜通線駅務区今池管区駅首席助役 小崎　康伸

教育委員会事務局指導部学校保健課中学
校給食係長

衛生研究所業務課事業係長 橋本　学

教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課
社会教育係長

教育委員会事務局社会教育主事 加藤　雅大

教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課
生涯学習係長

教育センター総務課庶務係長 宮村　昌史

教育委員会事務局生涯学習部部活動振興
室主査（部活動に係る企画調整担当）

教育委員会事務局生涯学習部部活動振興
室主査（小学校部活動振興担当）

本多　良樹

教育委員会事務局生涯学習部部活動振興
室主査（部活動に係る企画調整担当）

教育委員会事務局生涯学習部部活動振興
室主査（小学校部活動振興担当）

廣瀬　晃奈

教育委員会事務局生涯学習部文化財保護
室主査（埋蔵文化財担当）

教育委員会事務局学芸員 纐纈　茂

教育委員会事務局生涯学習部文化財保護
室主査（文化財活用推進担当）

教育委員会事務局生涯学習部文化財保護
室主査（埋蔵文化財担当）

深谷　淳

千種図書館奉仕係長 金山市税事務所徴収課納税係長 牛田　寛之

西図書館奉仕係長 瑞穂図書館奉仕係長 大久保　智恵

瑞穂図書館奉仕係長 千種図書館奉仕係長 天野　和彦

熱田図書館奉仕係長 緑区保健福祉センター福祉部福祉課高齢
福祉係長

細川　稔之

天白図書館奉仕係長 西図書館奉仕係長 清水　博美

美術館学芸課主査（普及担当） 市長室主事 小出　雄也

科学館総務課庶務係長 教育委員会事務局主事 宗　勇介

科学館総務課主査（経営担当） 総務局主事 早川　淳

科学館学芸課主査（普及担当） 科学館学芸員 小塩　哲朗

科学館学芸課天文係長 科学館学芸課主査（普及担当） 持田　大作

教育センター総務課庶務係長 教育委員会事務局指導部指導室主査（学
校教育に係る企画調整担当）

殿村　知也

向陽高等学校事務長 北区保健福祉センター福祉部民生子ども
課主査（子ども家庭支援担当）

松永　一則

富田高等学校事務長 　　（　再　任　用　） 坂本　登志夫
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山田高等学校事務長 富田高等学校事務長 潮田　智香

中央高等学校主査（学校事務担当） 総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

山登　正樹

教育委員会事務局付主査（公益財団法人
名古屋市教育スポーツ協会派遣）

栄市税事務所市民税課主査（個人市民税
に係る企画調整担当）

岩見　宏明

消防局消防部指令課主査（消防通信担
当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルス感染症対策の推

山田　雅也

進担当）

消防局消防部指令課指令第一係長 健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルス感染症対策の推

寺田　典弘

進担当）

消防局救急部救急課主査（救急業務企画
担当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルス感染症対策の推

加来　清行

進担当）

農業委員会事務局港農政課港農政係長 緑政土木局主事 佐藤　義明

選挙管理委員会事務局主査（企画調整担
当）

市長室主事 西野　誠

上下水道局総務部総務課主査（特命事項
の調整担当）

上下水道局企画経理部広報サービス課主
査（広報施策の企画・調整担当）

伊東　達也

上下水道局総務部総務課主査（人事等担
当）

上下水道局営業部料金課主査（検針業務
の効率化担当）

林　晃弘

上下水道局総務部防災危機管理室防災危
機管理係長

上下水道局企画経理部資産活用課主査
（資産活用の企画・調整担当）

浦部　高広

上下水道局総務部防災危機管理室主査
（災害時相互応援体制の調査研究担当）

上下水道局技師 池野　健太

上下水道局総務部防災危機管理室主査
（災害時相互応援体制の調査研究担当）

横浜市（水道局） 長　尚希

上下水道局総務部労務課労務係長 上下水道局企画経理部経理課下水道経理
係長

内田　善大

上下水道局総務部安全衛生課主査（職員
健康管理担当）

上下水道局西部打出水処理事務所事務係
長

今井　浩志

上下水道局総務部調査課事務管理係長 上下水道局総務部総務課主査（人事等担
当）

土田　卓

上下水道局総務部調査課調査係長 上下水道局総務部調査課主査（法規担
当）

土田　智

上下水道局総務部調査課主査（法規担
当）

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

廣田　徹

上下水道局総務部契約監理課工事契約係
長

上下水道局営業部営業課事務係長 福井　康一
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上下水道局総務部契約監理課委託契約係
長

上下水道局企画経理部経理課主査（水道
決算担当）

小林　慎也

上下水道局総務部契約監理課主査（技術
審査担当）

上下水道局南部管路センター下水維持係
長

池田　拓朗

上下水道局総務部契約監理課主査（技術
審査担当）

上下水道局管路部設計第一課設計第二係
長

杉野　信

上下水道局総務部人材育成推進室主査
（人材育成推進に係る施策の企画・調整
担当）

上下水道局施設部施設管理課主査（管理
事務調整担当）

矢神　弘美

上下水道局総務部人材育成推進室主査
（土木系研修担当）

上下水道局計画部技術管理課主査（技術
系システム担当）

岡本　三典

上下水道局総務部人材育成推進室主査
（設備系研修担当）

上下水道局建設部施設課主査（電気担
当）

後藤　英樹

上下水道局企画経理部経営企画課経営企
画係長

上下水道局総務部調査課調査係長 吉田　龍馬

上下水道局企画経理部経営企画課技術調
整係長

観光文化交流局観光交流部ＭＩＣＥ推進
室主査（国際会議場機能強化担当）

澤山　朋成

上下水道局企画経理部経営企画課主査
（経営改革推進担当）

上下水道局瑞穂営業所営業係長 大竹　裕人

上下水道局企画経理部経理課水道経理係
長

上下水道局企画経理部経営企画課経営企
画係長

西村　宏久

上下水道局企画経理部経理課主査（水道
決算担当）

上下水道局企画経理部経理課主査（資
金・財政計画担当）

速井　今日子

上下水道局企画経理部経理課下水道経理
係長

上下水道局総務部総務課主査（特命事項
の調整担当）

武藤　裕志

上下水道局企画経理部経理課主査（資
金・財政計画担当）

上下水道局付主査（名古屋上下水道総合
サービス株式会社派遣）

松原　勇祐

上下水道局企画経理部広報サービス課主
査（広報施策の企画・調整担当）

昭和区区政部地域力推進室主査（生涯学
習担当）

中村　真樹夫

上下水道局企画経理部資産活用課主査
（資産活用の企画・調整担当）

千種区区政部企画経理室主査（企画経理
担当）

吉田　洋康

上下水道局企画経理部情報企画推進課情
報企画係長

上下水道局企画経理部情報システム課情
報企画係長

杉光　真紀

上下水道局企画経理部情報企画推進課情
報基盤係長

上下水道局企画経理部経営企画課主査
（経営改革推進担当）

安立　二郎

上下水道局企画経理部情報企画推進課主
査（情報ネットワーク管理の企画・調整
担当）

上下水道局企画経理部情報システム課主
査（情報ネットワーク管理の企画・調整
担当）

土生　喜雄

上下水道局企画経理部情報企画推進課主
査（デジタル改革推進担当）

上下水道局主事 廣岡　大輔

上下水道局企画経理部情報企画推進課主
査（デジタル改革推進担当）

上下水道局管路部配水課主査（管路業務
の企画・調整担当）

佐藤　直樹

上下水道局営業部営業課事務係長 上下水道局営業部料金課料金係長 青木　裕一郎

上下水道局営業部営業課受付センター管
理係長

上下水道局営業部料金課徴収管理係長 山田　健司
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上下水道局営業部営業課主査（営業シス
テムの企画・調整担当）

上下水道局東部営業センター主査（営業
事務担当）

田口　裕章

上下水道局営業部料金課料金係長 上下水道局総務部調査課事務管理係長 志茂　秀人

上下水道局営業部料金課主査（検針業務
の効率化担当）

北区区政部企画経理室主査（企画経理担
当）

重冨　明美

上下水道局営業部料金課徴収管理係長 上下水道局企画経理部情報システム課情
報管理係長

辻榮　透

上下水道局営業部料金課主査（普及促進
担当）

上下水道局営業部営業課受付センター管
理係長

吉野　毅

上下水道局営業部給排水設備課主査（営
業所工事事務の企画・調整担当）

上下水道局計画部技術管理課主査（検
査・監理指導担当）

赤根　幸仁

上下水道局営業部給排水設備課審査係長 上下水道局総務部契約監理課主査（技術
審査担当）

荒川　茂樹

上下水道局営業部給排水設備課量水器係
長

上下水道局計画部技術管理課主査（検
査・監理指導担当）

鈴木　康広

上下水道局東部営業センター営業係長 上下水道局東部営業センター主査（徴収
関係事務担当）

山本　力也

上下水道局東部営業センター主査（徴収
関係事務担当）

人事委員会事務局主事 田中　潤

上下水道局東部営業センター主査（徴収
関係事務担当）

監査事務局主事 津坂　芳樹

上下水道局東部営業センター給排水工事
係長

上下水道局東部営業センター主査（工事
事務担当）

廣瀨　正憲

上下水道局東部営業センター主査（給排
水工事事務担当）

上下水道局東部営業センター主査（工事
事務担当）

吉本　正昭

上下水道局東部営業センター地域サービ
ス係長

上下水道局東部営業センター工事係長 鈴木　義仁

上下水道局東部営業センター主査（地域
サービス事務担当）

健康福祉局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室主
査（新型コロナウイルスワクチンに係る

伊賀　千夏

調整担当）

上下水道局北営業所営業係長 上下水道局東部営業センター主査（営業
事務担当）

足立　保之

上下水道局北営業所主査（徴収関係事務
担当）

上下水道局主事 佐々木　靖浩

上下水道局北営業所主査（徴収関係事務
担当）

上下水道局主事 永坂　和寛

上下水道局北営業所工事係長 上下水道局技師 安原　重人

上下水道局中村営業所主査（徴収関係事
務担当）

上下水道局主事 佐曽利　隼大

上下水道局瑞穂営業所営業係長 上下水道局中村営業所主査（徴収関係事
務担当）

佐橋　翠
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上下水道局瑞穂営業所工事係長 上下水道局技師 稲熊　良彦

上下水道局中川営業所主査（徴収関係事
務担当）

上下水道局主事 南田　智貴

上下水道局港営業所工事係長 上下水道局技師 岡島　智斎

上下水道局緑営業所営業係長 上下水道局北営業所主査（徴収関係事務
担当）

宮田　丈夫

上下水道局計画部下水道計画課計画第一
係長

上下水道局計画部下水道計画課計画第三
係長

平本　昌生

上下水道局計画部下水道計画課計画第三
係長

上下水道局建設部工務課設計第三係長 横地　達雄

上下水道局計画部下水道計画課主査（新
事業推進担当）

上下水道局建設工事事務所工事第一係長 小島　政則

上下水道局計画部下水道計画課主査（下
水道施設の改築に係る事業調整担当）

上下水道局付主査（日本下水道事業団派
遣）

藤井　健太

上下水道局計画部水道計画課計画係長 上下水道局総務部防災危機管理室防災危
機管理係長

諏訪　俊輔

上下水道局計画部水道計画課主査（水道
施設の事業調整担当）

上下水道局総務部防災危機管理室主査
（災害時相互応援体制の調査研究担当）

松井　利親

上下水道局計画部技術管理課技術システ
ム管理係長

上下水道局営業部給排水設備課量水器係
長

小野島　隆雄

上下水道局計画部技術管理課主査（技術
系システム担当）

上下水道局計画部技術管理課主査（技術
情報推進担当）

堀田　真一

上下水道局計画部技術管理課管路情報係
長

上下水道局計画部技術管理課技術システ
ム管理係長

福井　紀行

上下水道局計画部技術管理課主査（検
査・監理指導担当）

上下水道局総務部契約監理課主査（技術
審査担当）

山田　高嗣

上下水道局計画部技術管理課主査（検
査・監理指導担当）

上下水道局西部管路センター配水維持係
長

富田　彰範

上下水道局計画部技術管理課主査（検
査・監理指導担当）

上下水道局建設部施設課主査（機械担
当）

山路　実成

上下水道局計画部技術管理課主査（検
査・監理指導担当）

上下水道局付主査（名古屋上下水道総合
サービス株式会社派遣）

加藤　光一

上下水道局計画部技術管理課主査（技術
情報推進担当）

上下水道局付主査（名古屋上下水道総合
サービス株式会社派遣）

岩佐　康孝

上下水道局計画部技術開発室主査（技術
開発担当）

上下水道局施設部施設管理課主査（排水
管理担当）

一栁　圭史

上下水道局建設部工務課設計第一係長 上下水道局管路部配水課管理係長 外狩　賢一

上下水道局建設部工務課設計第三係長 防災危機管理局危機管理企画室主査（風
水害対策担当）

伊藤　守

上下水道局建設部工務課主査（大規模施
設建設の設計・工事調整担当）

上下水道局管路部設計第二課主査（下水
道整備の促進担当）

伊藤　雅大

77



新　　　　　任 旧　　　　　任 氏　　名

[ 係　長　級 ]

上下水道局建設部施設課建築係長 上下水道局計画部下水道計画課主査（新
事業推進担当）

青木　俊典

上下水道局建設部施設課主査（電気担
当）

上下水道局大治浄水場浄水係長 早川　直澄

上下水道局建設部施設課主査（機械担
当）

上下水道局北部名城水処理事務所処理第
一係長

加藤　美希

上下水道局建設工事事務所工事第一係長 上下水道局建設工事事務所工事第二係長 間宮　正樹

上下水道局建設工事事務所工事第二係長 上下水道局技師 柴田　泰臣

上下水道局管路部配水課事務係長 上下水道局総務部契約監理課委託契約係
長

塚原　敏成

上下水道局技術本部管路部配水課主査
（管路工事事務の総合調整担当）

上下水道局総務部安全衛生課主査（職員
健康管理担当）

小林　律也

上下水道局管路部配水課管理係長 上下水道局管路部管路工事統括室管路工
事調整係長

井深　聡

上下水道局管路部配水課主査（管路業務
の企画・調整担当）

上下水道局南部管路センター配水維持係
長

松井　良太

上下水道局管路部保全課維持係長 上下水道局管路部設計第二課設計第三係
長

加藤　孝一

上下水道局管路部管路工事統括室管路工
事調整係長

上下水道局営業部給排水設備課主査（営
業所工事事務の企画・調整担当）

多和田　雄介

上下水道局管路部設計第一課設計第一係
長

上下水道局管路部設計第一課設計第三係
長

松井　準

上下水道局管路部設計第一課設計第二係
長

上下水道局総務部人材育成推進室主査
（土木系研修担当）

伊藤　育雄

上下水道局管路部設計第一課設計第三係
長

上下水道局計画部技術管理課管路情報係
長

河内　惠一

上下水道局管路部設計第二課主査（下水
道整備の促進担当）

上下水道局北部管路センター下水維持係
長

山﨑　一弘

上下水道局管路部設計第二課設計第三係
長

上下水道局営業部給排水設備課審査係長 深津　卓

上下水道局東部管路センター配水工事係
長

上下水道局技師 藤原　寛浩

上下水道局東部管路センター下水維持係
長

上下水道局西部管路センター下水工事係
長

福岡　文仁

上下水道局北部管路センター事務係長 上下水道局南部宝神水処理事務所事務係
長

小泉　龍弘

上下水道局北部管路センター配水維持係
長

上下水道局北部管路センター配水工事係
長

大西　貴

上下水道局北部管路センター配水工事係
長

上下水道局技師 江原　智子

上下水道局北部管路センター下水維持係
長

千種土木事務所整備係長 荒木　駿
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上下水道局西部管路センター配水維持係
長

上下水道局東部管路センター配水工事係
長

小川　将司

上下水道局西部管路センター配水工事係
長

上下水道局技師 森　和典

上下水道局西部管路センター下水工事係
長

上下水道局計画部下水道計画課主査（下
水道施設の改築に係る事業調整担当）

清水　克祐

上下水道局南部管路センター事務係長 上下水道局東部柴田水処理事務所事務係
長

前田　政直

上下水道局南部管路センター配水維持係
長

上下水道局南部管路センター配水工事係
長

肥田　悠

上下水道局南部管路センター配水工事係
長

上下水道局瑞穂営業所工事係長 深尾　剛司

上下水道局南部管路センター下水維持係
長

上下水道局東部管路センター下水維持係
長

内田　正伸

上下水道局施設部施設管理課主査（管理
事務調整担当）

上下水道局営業部料金課主査（普及促進
担当）

川端　宏

上下水道局施設部施設管理課主査（排水
管理担当）

上下水道局南部宝神水処理事務所主査
（空見スラッジリサイクルセンター管理
調整担当）

長谷川　貴康

上下水道局施設部施設管理課主査（監理
調整担当）

上下水道局施設部施設整備課主査（伝馬
町水処理センター管理担当）

田島　隆行

上下水道局施設部浄水管理調整室浄水管
理係長

上下水道局施設部施設整備課電気整備係
長

加藤　大己

上下水道局施設部浄水管理調整室主査
（水道水質管理担当）

上下水道局東部柴田水処理事務所処理第
三係長

浅野　勝広

上下水道局施設部水質管理課管理指導係
長

上下水道局施設部水質管理課主査（処理
水質調整担当）

水野　芳之

上下水道局施設部水質管理課主査（工場
排水指導担当）

上下水道局東部柴田水処理事務所主査
（汚泥処理担当）

滝本　直啓

上下水道局施設部水質管理課水道水質管
理係長

上下水道局大治浄水場水質係長 戸田　雄之

上下水道局施設部水質管理課主査（水道
水質調整担当）

上下水道局施設部浄水管理調整室主査
（水道水質管理担当）

杉田　哲昭

上下水道局施設部水質管理課処理水質管
理係長

上下水道局計画部水道計画課主査（水道
施設の事業調整担当）

水野　将成

上下水道局施設部水質管理課主査（処理
水質調整担当）

上下水道局施設部水質管理課主査（工場
排水指導担当）

和田　義史

上下水道局施設部施設整備課主査（伝馬
町水処理センター管理担当）

上下水道局施設部水質管理課主査（水道
水質調整担当）

原田　英治

上下水道局施設部施設整備課電気整備係
長

上下水道局施設部施設管理課主査（監理
調整担当）

吉川　時弘

上下水道局春日井浄水場浄水係長 上下水道局北営業所工事係長 平野　義信

上下水道局春日井浄水場主査（設備・管
理体制の整備担当）

上下水道局春日井浄水場主査（設備整備
担当）

中川　友太
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上下水道局鍋屋上野浄水場事務係長 上下水道局総務部人材育成推進室主査
（人材育成推進に係る施策の企画・調整
担当）

菅原　拓也

上下水道局鍋屋上野浄水場浄水係長 上下水道局春日井浄水場浄水係長 田中　誠人

上下水道局鍋屋上野浄水場主査（設備・
管理体制の整備担当）

上下水道局技師 棚橋　征宏

上下水道局大治浄水場水質係長 上下水道局施設部水質管理課管理指導係
長

浅井　健好

上下水道局大治浄水場浄水係長 上下水道局港営業所工事係長 久田　陽史

上下水道局大治浄水場主査（設備・管理
体制の整備担当）

上下水道局大治浄水場主査（設備整備担
当）

長瀬　拓廣

上下水道局北部名城水処理事務所処理第
一係長

上下水道局北部名城水処理事務所処理第
二係長

濵田　次彦

上下水道局北部名城水処理事務所処理第
二係長

上下水道局計画部技術管理課主査（検
査・監理指導担当）

向井　太志

上下水道局東部柴田水処理事務所事務係
長

上下水道局南部管路センター事務係長 森　聡

上下水道局東部柴田水処理事務所処理第
三係長

上下水道局鍋屋上野浄水場浄水係長 佐藤　圭司

上下水道局東部柴田水処理事務所主査
（汚泥処理担当）

上下水道局技師 山田　英典

上下水道局西部打出水処理事務所事務係
長

上下水道局瑞穂営業所主査（徴収関係事
務担当）

佐藤　雄一郎

上下水道局西部打出水処理事務所処理第
二係長

上下水道局南部宝神水処理事務所処理第
二係長

梶田　哲也

上下水道局西部打出水処理事務所主査
（露橋水処理センター管理担当）

住宅都市局付主査（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

寺田　隆彦

上下水道局南部宝神水処理事務所事務係
長

上下水道局鍋屋上野浄水場事務係長 茗荷　良太

上下水道局南部宝神水処理事務所処理第
二係長

上下水道局西部打出水処理事務所処理第
二係長

吉野　博樹

上下水道局南部宝神水処理事務所主査
（ポンプ施設整備担当）

上下水道局技師 大森　雄造

上下水道局南部宝神水処理事務所主査
（ポンプ施設整備担当）

上下水道局技師 河内　勇樹

上下水道局南部宝神水処理事務所主査
（空見スラッジリサイクルセンター管理
調整担当）

中央卸売市場南部市場管理課施設係長 藤田　泰自

上下水道局付主査（日本下水道事業団派
遣）

上下水道局技師 藤井　拓己

上下水道局付主査（日本下水道事業団派
遣）

上下水道局技師 澤木　洋一

上下水道局付主査（日本下水道事業団派
遣）

上下水道局技師 長谷川　貴大
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上下水道局付主査（日本下水道事業団派
遣）

上下水道局技師 中森　真彦

上下水道局付主査（名古屋上下水道総合
サービス株式会社派遣）

上下水道局緑営業所営業係長 木谷　彰洋

上下水道局付主査（名古屋上下水道総合
サービス株式会社派遣）

上下水道局南部宝神水処理事務所主査
（ポンプ施設整備担当）

日高　幸一

上下水道局付主査（名古屋上下水道総合
サービス株式会社派遣）

上下水道局西部管路センター配水工事係
長

佐藤　健太

交通局営業本部総務部総務課主査（防災
危機管理担当）

交通局技師 吉田　大介

交通局営業本部総務部総務課事務管理係
長

交通局営業本部総務部労務課安全衛生係
長

平松　寿一

交通局営業本部総務部広報広聴課主査
（広報業務に関する総合調整担当）

交通局主事 黒田　和寛

交通局営業本部総務部情報システム課主
査（システム化推進担当）

交通局日進工場検車第二係長 野村　正臣

交通局営業本部総務部人事課人事係長 交通局営業本部営業統括部営業課営業係
長

福井　翔一

交通局営業本部総務部労務課給与係長 子ども青少年局子ども未来企画部子ども
未来企画室主査（子ども等の支援の推進
に係る特命事項の処理担当）

末廣　和也

交通局営業本部総務部労務課安全衛生係
長

交通局営業本部営業統括部乗客誘致推進
課主査（乗客誘致業務に関する総合調整
担当）

河野　諭香

交通局営業本部総務部労務課主査（健康
管理担当）

交通局稲西営業所首席助役 清水　聡

交通局営業本部安全監理部安全監理課監
理係長

交通局営業本部企画財務部会計課出納係
長

鈴木　憲顯

交通局営業本部安全監理部安全監理課安
全対策推進係長

交通局技術本部施設部営繕課営繕係長 新實　吉宏

交通局営業本部安全監理部人材育成課研
修企画係長

交通局営業本部自動車部管理課現業係長 宍甘　裕樹

交通局営業本部安全監理部人材育成課自
動車研修係長

交通局鳴尾営業所副所長 高嶋　義隆

交通局営業本部企画財務部経営企画課主
査（経営計画担当）

交通局営業本部企画財務部経営企画課主
査（経営に係る企画調整担当）

三宅　勇一郎

交通局営業本部企画財務部経営企画課主
査（運賃制度等担当）

交通局中川営業所首席助役 奥村　拓未

交通局営業本部企画財務部経営企画課調
査係長

交通局営業本部総務部総務課主査（防災
危機管理担当）

辻本　健志

交通局営業本部企画財務部経営企画課主
査（企画調整・外郭団体担当）

交通局営業本部企画財務部経営企画課主
査（交通事業に係る連絡調整等担当）

平井　希

交通局営業本部企画財務部財務課主計第
一係長

交通局技術本部施設部施設計画課管理係
長

渡邉　康之

交通局営業本部企画財務部財務課主査
（資金・財政計画担当）

交通局営業本部営業統括部資産活用課主
査（不動産管理に係る企画調整担当）

鈴木　翔悟

81



新　　　　　任 旧　　　　　任 氏　　名

[ 係　長　級 ]

交通局営業本部企画財務部会計課出納係
長

交通局営業本部営業統括部営業課主査
（乗車券機器担当）

岡田　憲明

交通局営業本部企画財務部技術管理課技
術管理第二係長

交通局電気事務所電気指令室長 安藤　善文

交通局営業本部営業統括部乗客誘致推進
課主査（乗客誘致業務に関する総合調整
担当）

交通局名城線南部駅務区名古屋大学管区
駅首席助役

鶴見　亜希

交通局営業本部営業統括部営業課営業係
長

交通局営業本部企画財務部経営企画課主
査（企画調整・外郭団体担当）

神谷　恵子

交通局営業本部営業統括部営業課主査
（乗車券機器担当）

交通局技師 山田　栄教

交通局営業本部営業統括部資産活用課事
業開発係長

交通局技術本部車両電気部電車車両課整
備係長

齋藤　克文

交通局営業本部営業統括部資産活用課主
査（不動産管理に係る企画調整担当）

監査事務局技師 若原　健二

交通局営業本部営業統括部資産活用課広
告係長

市長室広報課広報係長 丸澤　敏宏

交通局営業本部電車部運輸課管理係長 交通局営業本部電車部駅務課計画係長 遠藤　篤史

交通局営業本部電車部運輸課現業係長 交通局鶴舞線駅務区上前津管区駅首席助
役

加藤　琢也

交通局営業本部電車部運輸課主査（地下
鉄運輸業務に関する総合調整担当）

交通局名城線南部駅務区金山管区駅首席
助役

伊藤　未奈

交通局営業本部電車部駅務課計画係長 交通局営業本部電車部運輸課現業係長 浅野　祐貴

交通局営業本部電車部駅務課指導係長 交通局鶴舞線駅務区上前津管区駅長 岡﨑　幸治

交通局営業本部電車部駅務課施設管理係
長

交通局技術本部施設部設備課設備係長 松尾　和明

交通局営業本部電車部電車運転課計画係
長

交通局営業本部電車部電車運転課運転係
長

中村　慎吾

交通局営業本部電車部電車運転課運転係
長

交通局東山線運転区副長 市川　祐介

交通局名城線北部駅務区栄管区駅首席助
役

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

横井　直行

交通局名城線南部駅務区金山管区駅長 交通局名城線運転区副長 後藤　剛

交通局名城線南部駅務区名古屋大学管区
駅長

交通局営業本部電車部駅務課指導係長 服部　幸男

交通局名城線南部駅務区名古屋大学管区
駅首席助役

交通局運輸主事 五藤　絢子

交通局鶴舞線駅務区上前津管区駅長 交通局営業本部電車部運輸課主査（地下
鉄運輸業務に関する総合調整担当）

林　幸平

交通局鶴舞線駅務区上前津管区駅首席助
役

交通局主事 今村　祐貴
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交通局桜通線駅務区今池管区駅首席助役 交通局主事 松村　裕介

交通局桜通線駅務区桜本町管区駅首席助
役

健康福祉局主事 内川　桂太朗

交通局東山線運転区副長 交通局名城線南部駅務区金山管区駅長 岡田　幸大

交通局東山線運転区首席助役 交通局技師 瀧本　泰樹

交通局名城線運転区副長 交通局名城線南部駅務区名古屋大学管区
駅長

清水　喜一

交通局桜通線運転区首席助役 交通局東山線運転区首席助役 高橋　聡

交通局営業本部自動車部管理課現業係長 交通局営業本部自動車部管理課主査（自
動車運輸業務に関する総合調整担当）

塚本　雅史

交通局営業本部自動車部管理課主査（自
動車運輸業務に関する総合調整担当）

交通局猪高営業所首席助役 鈴木　辰弥

交通局営業本部自動車部自動車施設課施
設係長

交通局営業本部総務部情報システム課主
査（システム化推進担当）

水野　滋夫

交通局如意営業所首席助役 交通局主事 小島　一朗

交通局如意営業所整備係長 交通局技師 児玉　敦史

交通局中川営業所首席助役 　　（　再　任　用　） 山口　俊勝

交通局中川営業所整備係長 交通局桜通線駅務区桜本町管区駅首席助
役

加藤　邦晃

交通局稲西営業所首席助役 港区保健福祉センター保健予防課主査
（公害保健担当）

村山　慎太郎

交通局稲西営業所整備係長 交通局中川営業所整備係長 金子　博文

交通局鳴尾営業所副所長 交通局如意営業所首席助役 原　直喜

交通局鳴尾営業所首席助役 上下水道局主事 加藤　嘉之

交通局緑営業所首席助役 交通局技師 柘植　光広

交通局緑営業所整備係長 交通局藤が丘工場検車係長 河井　泰之

交通局猪高営業所首席助役 住宅都市局主事 伊奈　雄紀

交通局技術本部施設部施設計画課管理係
長

交通局営業本部営業統括部資産活用課広
告係長

辻　清貴

交通局技術本部施設部施設計画課計画係
長

交通局営業本部自動車部自動車施設課施
設係長

中西　寿也
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交通局技術本部施設部工務課維持係長 交通局技術本部施設部工務課軌道係長 神谷　幸治

交通局技術本部施設部工務課軌道係長 交通局軌道事務所技術係長 小野　恵一

交通局技術本部施設部営繕課営繕係長 交通局営業本部営業統括部資産活用課事
業開発係長

小山　裕介

交通局技術本部施設部設備課設備係長 交通局技術本部施設部設備課設備改良係
長

小鹿　智行

交通局技術本部施設部設備課設備改良係
長

交通局施設事務所設備第一係長 野呂　重理

交通局軌道事務所技術係長 交通局軌道事務所工事係長 津坂　実樹

交通局軌道事務所工事係長 交通局軌道事務所保線第二係長 田中　健次郎

交通局軌道事務所保線第二係長 住宅都市局都市計画部交通企画課主査
（総合交通計画担当）

内藤　清和

交通局施設事務所設備第一係長 交通局如意営業所整備係長 髙島　俊輔

交通局施設事務所設備第二係長 交通局技師 奥村　隼人

交通局技術本部車両電気部電車車両課管
理係長

交通局営業本部安全監理部人材育成課研
修企画係長

森　武司

交通局技術本部車両電気部電車車両課計
画係長

交通局営業本部企画財務部経営企画課調
査係長

立川　健一

交通局技術本部車両電気部電車車両課整
備係長

交通局日進工場管理係長 松岡　貴司

交通局技術本部車両電気部電気課計画係
長

交通局技術本部車両電気部電気課信号通
信係長

小川　太

交通局技術本部車両電気部電気課電力係
長

交通局電気事務所電路第三係長 阿部　理平

交通局技術本部車両電気部電気課信号通
信係長

交通局電気事務所変電係長 立石　恒広

交通局藤が丘工場検車係長 交通局日進工場検車第一係長 松岡　浩一

交通局藤が丘工場修車係長 交通局名港工場検車係長 野中　友夫

交通局名港工場検車係長 交通局藤が丘工場修車係長 寺西　克豊

交通局名港工場修車係長 交通局技師 飯田　大昇

交通局日進工場管理係長 交通局名港工場修車係長 原田　友司

交通局日進工場検車第一係長 交通局電気事務所信号通信第一係長 新屋　博己
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交通局日進工場検車第二係長 交通局技師 坪井　研治

交通局電気事務所変電係長 交通局電気事務所電路第二係長 徳田　史彦

交通局電気事務所電気指令室長 交通局電気事務所信号通信第三係長 柳澤　宇俊

交通局電気事務所電路第二係長 交通局鳴尾営業所首席助役 鹿島　勇司

交通局電気事務所電路第三係長 交通局技師 佐々木　和彦

交通局電気事務所信号通信第一係長 交通局技術本部車両電気部電気課計画係
長

加藤　幸三

交通局電気事務所信号通信第三係長 交通局技師 安井　竜正

交通局付主査（株式会社名古屋交通開発
機構派遣）

交通局技師 池谷　辰仁
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＜　局　長　級　＞ 会計管理者 千田　博之

防災危機管理局長 渡邊　正則

工業研究所長 青木　猛

環境局長 勝間　実

環境局環境都市推進監 須網　正人

健康福祉局長 山田　俊彦

健康福祉局医監 浅井　清文

住宅都市局まちづくり調整監 髙木　宏明

緑政土木局長 酒井　康宏

西区長 梅田　淳

中区長 柵木　由美

天白区長 井田　宏正

市会事務局長 津坂　昌樹

監査事務局長 竹内　道夫

教育長 鈴木　誠二

教育次長 安藤　稔

選挙管理委員会事務局長 眞野　隆久

上下水道局次長 磯村　仁

交通局技術本部長 櫻井　雄二郎

＜　部　長　級　＞ 総務局付参事（職員共済事務） 福井　茂人

財政局契約部長 長谷川　博久

財政局税務部長 加藤　国昭
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金山市税事務所長 桜井　信寿

工業研究所材料技術部長 児島　澄人

環境局地域環境対策部長 宮田　賢治

環境局参事（技術担当） 中村　彰

健康福祉局障害福祉部長 山内　可奈子

健康福祉局健康部長 伊神　雅彦

中央看護専門学校長 山田　紀代美

健康福祉局新型コロナウイルス感染症対
策部長

木村　剛

衛生研究所長 木下　和俊

児童福祉センター所長 浅井　朋子

児童福祉センター中央児童相談所長 稲葉　隆司

住宅都市局付参事（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

鍜治　博人

住宅都市局付参事（公益財団法人名古屋
まちづくり公社派遣）

大黒　英輔

緑政土木局参事（地域企画担当） 沖　美宏

緑政土木局参事（農政担当） 谷口　敏明

東山総合公園長 水谷　薫

東区区政部長 田口　則雄

東区保健福祉センター所長 三好　幸次

北区区政部長 中島　聡

北区保健福祉センター福祉部長 井田　智広

西区区政部長 大倉　寿嗣

西区保健福祉センター所長 木下　節子
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西区山田支所長 坪井　浩司

中区保健福祉センター福祉部長 丹下　富裕

瑞穂区保健福祉センター福祉部長 水谷　千秋

中川区富田支所長 山田　博泰

港区保健福祉センター所長 木村　隆

南区区政部長 楢崎　早百合

南区保健福祉センター福祉部長 高橋　直幸

守山区保健福祉センター福祉部長 鈴木　直樹

守山区志段味支所長 松田　吉久

緑区徳重支所長 平松　万人

天白区区政部長 森　不二絵

上下水道局総務部長 権田　喜則

上下水道局管路部長 粟田　政一

上下水道局施設部長 松葉　秀樹

交通局営業本部安全監理部長 宗田　和彦

交通局技術本部施設部長 大住　真二

＜　課　長　級　＞ 総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

竹内　敏明

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

谷口　宏美

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

六鹿　浩

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

古林　千恵

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

後藤　るり子

総務局付主幹（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

山本　あゆみ
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財政局税務部税制課長 後藤　啓之

ささしま市税事務所管理課長 岩田　正和

ささしま市税事務所東海通出張所長 後藤　和弘

金山市税事務所固定資産税課長 加藤　千博

金山市税事務所野並出張所長 齋藤　隆道

スポーツ市民局市民生活部広聴課長 中根　達也

経済局産業労働部中小企業振興課長 大脇　哲也

中央卸売市場本場管理課長 長坂　直樹

工業研究所材料技術部信頼性評価研究室
長

小野　さとみ

観光文化交流局文化歴史まちづくり部歴
史まちづくり推進室長

黒田　茂

観光文化交流局付主幹 半田　昌章

処分場長 服部　和俊

環境局施設部工場課長 今井　俊哉

猪子石工場長 大西　悟

大江破砕工場長 森本　章夫

五条川工場長 鎌田　隆行

知的障害者更生相談所長 後藤　一美

厚生院附属病院検査科技師長 前田　孝

厚生院附属病院看護部長 嶋田　英子

中央看護専門学校管理課長 岩田　淳

衛生研究所生活環境部長 大野　浩之

東部児童相談所主幹（法務・相談業務に
係る特命事項の処理担当）

中野　智昭
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内山保育園長 社古地　恵子

北保育園長 藤田　幸代

牧野池保育園長 谷口　良美

住宅都市局監理指導室長 加藤　千明

住宅都市局都市計画部街路計画課長 柴山　忠行

住宅都市局都市計画部都市景観室長 松田　和彦

緑都市整備事務所長 奥村　浩光

瑞穂土木事務所副所長 川角　秀之

熱田土木事務所長 堀田　俊幸

港土木事務所副所長 小川　裕

緑土木事務所副所長 田中　進

天白土木事務所副所長 飛田　幸彦

緑政土木局道路建設部主幹（特定用地担
当）

松波　俊文

緑政土木局道路建設部道路建設課長 山中　健司

緑政土木局河川部河川計画課長 犬飼　教詞

緑政土木局都市農業課長 山中　孝浩

緑政土木局付主幹（一般財団法人道路管
理センター派遣）

友宗　篤彦

千種区保健福祉センター保健管理課長 北田　映子

東区区政部企画経理室長 友松　博之

北区保健福祉センター福祉部民生子ども
課長

安藤　昇司

北区保健福祉センター福祉部保険年金課
長

近藤　仁人

西区保健福祉センター福祉部民生子ども
課長

水谷　八千代
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中村区保健福祉センター福祉部民生子ど
も課長

平工　弥生

中村区保健福祉センター福祉部主幹（生
活保護担当）

橋口　正人

中村区保健福祉センター環境薬務室長 横井　妙子

熱田区保健福祉センター保健予防課長 粟津　昌枝

中川区保健福祉センター保健予防課長 大島　敏宏

港区区政部総務課長 林　哲也

港区区政部地域力推進室長 横山　明正

港区保健福祉センター福祉部民生子ども
課長

小川　浩之

守山区区政部市民課長 森脇　隆

守山区志段味支所区民福祉課長 船橋　勝彦

名東区区政部地域力推進室長 稲野　和行

名東区保健福祉センター保健予防課長 千賀　宏記

天白区保健福祉センター福祉部保険年金
課長

小島　幹雄

監査事務局工事監査室長 兒玉　浩一

北図書館長 冨田　浩一

熱田図書館長 井村　美里

中川図書館長 森園　茂樹

美術館総務課長 佐藤　規子

科学館主幹（天文担当） 野田　学

教育センター学校情報化支援部長 藤谷　浩一

農業委員会事務局港農政課長 藤井　辰則

上下水道局中村営業所長 佐藤　正和
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上下水道局計画部下水道計画課長 藤本　知行

上下水道局計画部技術開発室長 石上　孝浩

上下水道局建設部施設課長 祖父江　正志

上下水道局春日井浄水場長 二之部　昭司

上下水道局東部柴田水処理事務所長 岡村　憲樹

交通局営業本部総務部情報システム課長 出原　昌幸

交通局営業本部総務部人事課長 坂本　登志夫

交通局営業本部企画財務部会計課長 山口　俊勝

交通局鶴舞線駅務区長 野村　竜二

交通局技術本部施設部設備課長 藤本　茂時

交通局軌道事務所長 長谷川　鎮彦

＜　係　長　級　＞ 総務局行政部情報化推進課主査（デジタ
ルトランスフォーメーションの推進担
当）

加藤　孝規

市政資料館主査（資料担当） 諸岡　博久

総務局付主査 熊澤　輝人

総務局付主査 角田　順和

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

浅井　友章

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

庄田　好孝

総務局付主査（公立大学法人名古屋市立
大学派遣）

髙桑　美紀

栄市税事務所固定資産税課家屋係長 浅井　孝則

ささしま市税事務所固定資産税課家屋係
長

田中　敦

ささしま市税事務所東海通出張所徴収係
長

安田　真也

金山市税事務所固定資産税課土地調査係
長

横地　徳佳
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なごや人権啓発センター事業係長 河瀬　正訓

経済局イノベーション推進部スタート
アップ支援室主査（スタートアップ支援
に係る企画調整担当）

稲垣　尚起

観光文化交流局文化歴史まちづくり部文
化振興室主査（文化施設に係る企画調整
等担当）

高田　浩史

北環境事業所作業係長 青山　眞澄

瑞穂環境事業所事務係長 瀬戸　耕二

処分場主査（浸出水処理施設等改築担
当）

加藤　俊幸

猪子石工場運転第三係長 馬場　清一

厚生院附属病院リハビリテーション科副
部長

浅井　直人

健康福祉局健康部食品衛生課食品衛生係
長

浅沼　清香

八事霊園・斎場管理事務所斎場係長 朝日　良共

八事霊園・斎場管理事務所主査（設備管
理担当）

吉野　裕

健康福祉局付主査 川野　みどり

児童福祉センター中央児童相談所相談課
主査（家庭復帰・里親支援担当）

稲垣　千景

児童福祉センター中央児童相談所相談課
判定援助係長

大谷　基恵

ひばり荘指導係長 杉森　裕美

森田保育園長 春日井　遵子

烏森保育園長 髙橋　白百合

大高保育園長 森　由枝

黒石保育園長 野澤　紀代美

住宅都市局監理指導室監理指導係長 松浦　直哉

住宅都市局営繕部営繕課建築第二係長 伊藤　俊政

住宅都市局営繕部住宅・教育施設課教育
施設第二係長

尾関　庄一
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住宅都市局建築指導部建築指導課調査係
長

大宮　節雄

住宅都市局建築指導部建築指導課主査
（建築紛争調整担当）

福田　智子

住宅都市局建築指導部建築安全推進課監
察指導係長

渡辺　博幸

住宅都市局都市整備部市街地整備課区画
整理係長

濵島　篤司

住宅都市局都市整備部市街地整備課主査
（補償調整等担当）

河口　和貴

南土木事務所管理係長 平野　健治

緑政土木局路政部道路維持課施設管理係
長

平家　良介

東区保健福祉センター福祉部福祉課高齢
福祉係長

子安　仁

東区保健福祉センター福祉部保険年金課
管理係長

天野　恭男

北区楠支所区民生活課市民係長 山北　剛生

西区保健福祉センター保健予防課主査
（感染症対策等担当）

木村　香菜

中区保健福祉センター保健予防課主査
（保健看護担当）

梅村　みえ子

熱田区保健福祉センター健康安全課主査
（食品衛生・動物愛護等担当）

田中　聡子

熱田区保健福祉センター保健予防課主査
（公害保健担当）

加藤　雅彦

熱田区付主査 榊原　利陽

中川区保健福祉センター健康安全課企画
管理係長

江崎　泰史

港区区政部市民課主査（個人番号カード
交付に係る調整担当）

杉本　明子

南区保健福祉センター環境薬務室主査
（営業薬務担当）

児島　範幸

緑区区政部市民課戸籍係長 遠藤　悟

緑区徳重支所区民福祉課保険係長 三谷　久美子

名東区区政部市民課住民記録係長 加藤　嘉博

天白区保健福祉センター保健予防課主査
（保健看護担当）

髙市　ふきこ
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監査事務局工事監査室工事監査係長 中野　里司

熱田図書館奉仕係長 蓑島　直子

天白図書館奉仕係長 中村　剛

科学館総務課主査（経営担当） 東條　孝

向陽高等学校事務長 古畑　隆敏

山田高等学校事務長 山腰　幸男

天白養護学校事務長 幸島　克昌

上下水道局計画部技術管理課主査（検
査・監理指導担当）

柳原　邦宏

上下水道局計画部技術開発室主査（技術
開発担当）

竹内　真一

上下水道局管路部配水課事務係長 澤田　和宏

上下水道局管路部設計第一課設計第一係
長

山﨑　富士雄

上下水道局北部管路センター配水維持係
長

黒野　豊明

交通局稲西営業所整備係長 藤村　英明
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採　用 昇　任 転　任 退　職 計

局  長  級 1     18    16    19    54    

部  長  級 5     55    43    41    144   

課  長  級 6     152   351   83    592   

係  長  級 6     243   901   68    1,218 

計 18    468   1,311 211   2,008 

旧姓の使用を承認されている者は、旧姓にて掲載しています。




