
上越市行政組織図及び配置職員数（平成19年4月1日）

部 局等 室等 係等

総務部
部長（1） 参事（1） 副課長（1）

法務室 ※臨時（1）
室長（1）

同和対策室
室長（1）

オンブズパーソン事務局
事務局長（1）※嘱託

公文書館準備室
室長（1）

課長（1） 副課長（1）

※嘱託（1）
課長（1） 副課長（1）

※臨時・派遣（3）
課長（1） 副課長（1）

課長（1） 副課長（1）

課長（1） 副課長（1）

※委託・嘱託（8）
課長（1） 副課長（1）

※臨時（1）
課長（1） ※国際交流員、姉妹都市派遣職員（2）

国体局 ※臨時・嘱託（4）
局長（1） 課長（1） 副課長（1）

財務部
部長（1） 課長（1） 副課長（1）

主税監
主税監（1） 課長（1） 副課長（1）

※臨時（3）
課長（1） 副課長（1）

※臨時（4）
課長（1） 副課長（1）

※臨時（5）
課長（1） 副課長（1）

※納入促進員（10）

※臨時・嘱託（6）
課長（2） 副課長（1）

※販促担当1名
雁木通りプラザ

(館長＝南出張所長） ※臨時（1）

レインボーセンター
（館長＝北出張所長）

市長

副市長

課等

科学館係 係長（1）　主任・主事（1）　

用地管財課 用地係 副課長（1）　主任・主事（3）

財産管理係 副課長（1）　主任・主事（5）

滞納対策係 参事（1）　係長（1）　主任・主事（2）

収納係 係長（1）　主任・主事（4）

収納課 納税第1係 副課長（1）　主任・主事（2）

納税第2係 副課長（1）　主任・主事（3）

償却資産係 係長（1）　主任・主事（4）

家屋係 係長（1）　主任・主事（4）

税制係 係長（1）　主任・主事（3）

資産税課 土地係 係長（1）　主任・主事（8）

市民税課 個人市民税係 係長（1）　主任・主事（9）

法人市民税係 係長（1）　主任・主事（3）

財政課 ※グループ制 係長（2）　主任・主事（6）

検査課 検査係 工事検査員（6）　物品検査員（2）

国際交流課
国際交流係 係長（1）　主任・主事（1）

国体推進課 ※グループ制 係長（3）　主任・主事（8）

情報管理課
管理係 係長（1）　主任・主事（4）

地域係 係長（1）　主任・主事（2）

総務課 行政係 係長（1）　主任・主事（4）

庶務係 係長（1）　主任・主事（2）

法務係

情報公開・文書係

人権・同和対策係

-

係長（1）　主任・主事（2）

係長（1）　主任・主事（1）　用務員（2）

係長（1）　主任・主事（0）

- 係長（1）　指導主事（2）　主任・主事（1）

秘書課 秘書係 係長（3）　主任・主事（1）

広報対話課 広報係 係長（1）　主任・主事（4）　

市民対話係 係長（1）　主任・主事（1）

※グループ制 係長（2）　主任・主事（7）契約課

人事課 ※グループ制 係長（3）　主任・主事（8）

行革推進課 ※グループ制 係長（2）　主任・主事（3）
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上越市行政組織図及び配置職員数（平成19年4月1日）

企画・地域振興部 ※臨時（1）
部長（1） 課長（1） 副課長（1）

自治推進室
室長（1）

歴史・景観まちづくり推進室 ※臨時（1）
室長（1）

ユニバーサルデザイン推進室
室長（1）

統計調査室 ※臨時（2）
室長（1）

※臨時（1）
課長（1）

※臨時（1）
課長（1） 副課長（1）

※臨時（3）
課長（1） 副課長（1）

※臨時（2）
課長（1） 副課長（1）

※臨時（1）
所長（1） 副課長（1）

所長（1） 次長（1）

※臨時（1）

所長（1） 次長（1）
※臨時（1）

※臨時・嘱託（2）

所長（1） 次長（1）
※臨時（1）

所長（1） 次長（1）
※臨時（2）

※臨時（2）

※嘱託（1）

※介護支援専門員（1）

所長（1） 次長（1）
※臨時（1）

※臨時（1）

※介護保険認定調査員（4）

上越市創造行政研究所
- 係長（0）　主任・主事（2）　研究員（2）

総務・地域振興グループ グループ長（0）　班長（1）　主任・主事（5）

産業建設グループ グループ長（1）　班長（1）　主任・主事（5）

市民生活・福祉グループ グループ長（1）　班長（1）　主任・主事（7）　保健師（1）

文化振興課 文化振興係 係長（1）　主任・主事（3）　学芸員（1）

男女共同参画推進課 男女共同参画推進係 係長（1）　主任・主事（1）

地域振興課
地域振興係 係長（1）　主任・主事（3）

公共交通政策課 公共交通政策係 係長（1）　主任・主事（2）

- 係長（0）　主任・主事（1）

統計調査係 係長（1）　主任・主事（1）

- 係長（0）　主任・主事（2）

歴史・景観まちづくり推進係 係長（1）　主任・主事（2）

庶務係 係長（1）　主任・主事（0）

（総合計画策定チーム） 係長（1）　主任・主事（3）

市民協働係 係長（1）　主任・主事（1）

新幹線・まちづくり推進係 係長（1）　主任・主事（1）

企画政策課
企画政策係 係長（1）　主任・主事（2）

安塚区総合事務所

産業建設グループ グループ長（1）　班長（2）　主任・主事（8）　

市民生活・福祉グループ グループ長（1）　副参事（1）　班長（2）　主任・主事（6）　

浦川原区総合事務所 総務・地域振興グループ グループ長（0）　班長（2）　主任・主事（4）　運転手（1）

大島区総合事務所 総務・地域振興グループ グループ長（1）　班長（2）　主任・主事（4）　運転手（1）

産業建設グループ グループ長（1）　班長（2）　主任・主事（7）

産業建設グループ グループ長（1）　班長（3）　主任・主事（7）　技師（1）

市民生活・福祉グループ グループ長（1）　班長（3）　主任・主事（6）　保健師（2）

市民生活・福祉グループ グループ長（1）　班長（3）　主任・主事（6）

牧区総合事務所 総務・地域振興グループ グループ長（0）　班長（2）　主任・主事（3）

柿崎区総合事務所 総務・地域振興グループ グループ長（0）　班長（3）　主任・主事（5）

産業建設グループ グループ長（1）　班長（5）　主任・主事（8）　技師（1）　

所長（1）　次長（1）　参事（1）

市民生活グループ グループ長（1）　副参事（1）　班長（3）　主任・主事（5）　

福祉グループ グループ長（1）　副参事（1）　班長（1）　主任・主事（7）　保健師（1）

大潟区総合事務所 総務・地域振興グループ グループ長（1）　副参事（1）　班長（3）　主任・主事（4）　運転手（1）

産業建設グループ グループ長（1）　班長（4）　主任・主事（7）

市民生活グループ グループ長（1）　班長（2）　主任・主事（6）　

福祉グループ グループ長（0）　参事（1）　班長（3）　主任・主事（4）　保健師（1）　管理栄養士（1）
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上越市行政組織図及び配置職員数（平成19年4月1日）

所長（1） 次長（1）
※臨時（2）

※臨時（2）、納入促進員（1）

所長（1） 次長（1）
※臨時（1）

※臨時（2）

所長（1） 次長（1）
※臨時（2）

※介護保険認定調査員（1）
※臨時（1）

所長（1） 次長（1）

所長（1） 次長（1）
※臨時（1）

※嘱託（2）

所長（1） 次長（1）
※臨時（1）

※臨時・嘱託（3）

※臨時・嘱託（3）

所長（1） 次長（1）
※臨時（1）

市民生活部 ※臨時（1）
部長（1） 課長（1） 副課長（1）

※臨時（2）

※臨時（2）

※臨時・嘱託（13）
課長（1） 副課長（1）

※臨時（1）

※臨時・嘱託（11）
課長（1） 副課長（1）

※臨時・嘱託（10）

南出張所 ※嘱託（5）
所長（1）

北出張所 ※嘱託（3）
所長（1）

市民課 窓口係 係長（1）　主任・主事（9）

戸籍係 係長（1）　主任・主事（9）

保険年金課 国保係 係長（1）　主任・主事（12）

年金係 係長（1）　主任・主事（2）

庶務係 係長（1）　主任・主事（4）

（保育園・こどもセンター） -

子育て支援課 次世代育成係 係長（1）　主任・主事（4）

保育係 係長（1）　主任・主事（2）　社会福祉主事（1）　管理栄養士（1）

窓口係 係長（1）　主任・主事（3）

窓口係 係長（1）　主任・主事（2）

中郷区総合事務所 総務・地域振興グループ グループ長（0）　班長（2）　主任・主事（5）　運転手（1）

頸城区総合事務所
総務・地域振興グループ グループ長（1）　班長（2）　主任・主事（4）

産業建設グループ 次長（1）　グループ長（0）　班長（3）　主任・主事（7）　

市民生活グループ グループ長（1）　班長（2）　主任・主事（6）　

福祉グループ グループ長（1）　班長（2）　主任・主事（5）　保健師（1）

吉川区総合事務所
総務・地域振興グループ グループ長（0）　副参事（1）　班長（1）　主任・主事（4）　運転手（1）

産業建設グループ グループ長（1）　班長（2）　主任・主事（6）　

市民生活グループ グループ長（1）　副参事（1）　班長（1）　主任・主事（6）　

福祉グループ グループ長（1）　班長（2）　主任・主事（5）　保健師（1）　

板倉区総合事務所 総務・地域振興グループ グループ長（0）　班長（2）　主任・主事（4）　運転手（1）

産業建設グループ グループ長（1）　班長（2）　主任・主事（8）

市民生活・福祉グループ グループ長（1）　副参事（1）　班長（1）　主任・主事（9）

産業建設グループ グループ長（1）　班長（4）　主任・主事（9）　技師（2）　

市民生活グループ グループ長（1）　班長（3）　主任・主事（5）　

福祉グループ グループ長（1）　班長（3）　主任・主事（4）　管理栄養士（1）　

清里区総合事務所 総務・地域振興グループ グループ長（0）　班長（2）　主任・主事（4）　運転手（1）

産業建設グループ グループ長（1）　班長（4）　主任・主事（4）

市民生活・福祉グループ 次長（1）　グループ長（1）　班長（3）　主任・主事（6）　保健師（1）

三和区総合事務所 総務・地域振興グループ グループ長（0）　班長（2）　主任・主事（6）　運転手（1）

産業建設グループ グループ長（1）　班長（3）　主任・主事（6）　技師（2）　

市民生活グループ グループ長（1）　班長（1）　主任・主事（6）　

福祉グループ グループ長（1）　副参事（1）　班長（2）　主任・主事（3）　保健師（1）　

名立区総合事務所 総務・地域振興グループ グループ長（0）　班長（1）　主任・主事（3）

産業建設グループ グループ長（1）　班長（3）　主任・主事（7）　技師（1）

市民生活・福祉グループ グループ長（1）　班長（2）　主任・主事（8）　
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上越市行政組織図及び配置職員数（平成19年4月1日）

課長（1） 副課長（1）
※臨時（2）

※臨時・嘱託（2）

課長（1） 副課長（1）

処分場対策室
室長（1）

※委託（1）
課長（1） 副課長（1）

※受付室委託（2）

※委託（1）

※委託（2）

防災局
局長（1） 課長（1） 副課長（1）

課長（1） 副課長（1）
※嘱託（4）

都市整備部
部長（1） 課長（1） 副課長（1）

河川海岸砂防室
室長（1）

課長（1） 副課長（2）
※臨時（1）

※臨時（2）

※臨時（2）
課長（1） 副課長（1）

※臨時（1）

雪対策室 ※臨時（1）
室長（1）

※臨時（1）
課長（1） 副課長（1）

※臨時（1）

課長（1） 副課長（1）
※臨時（1）

※臨時（1）
課長（1） 副課長（1）

※臨時（1）
課長（1） 副課長（3）

※臨時（2）

※臨時・嘱託（3）

係長（1）　主任・主事（4）

公園・緑化係

係長（1）　主任・主事（4）　技師（2）

係長（3）　主任・主事（0）

係長（1）　主任・主事（4）　技師（7）

係長（1）　主任・主事（1）

施設第一係

施設第二係

庶務係

係長（1）　主任・主事（5）

副課長（1）　係長（1）　主任・主事（3）

環境施設課

リサイクル係 係長（1）　主任・主事（5）

- 係長（0）　主任・主事（1）

施設技術係 係長（1）　主任・主事（1）

公害対策係 係長（1）　主任・主事（2）

生活環境課 ごみ対策係 係長（1）　主任・主事（4）

環境企画課 環境計画係 係長（1）　主任・主事（3）

環境保全係 係長（1）　主任・主事（5）

危機管理企画課
管理企画係

庶務係

副課長（1）　係長（1）　主任・主事（6）

係長（1）　主任・主事（1）

監理課 企画・庶務係 係長（1）　主任・主事（1）　技師（1）

防災安全課
消防防災係

防犯交通安全係

都市計画課 計画係

区画整理係

河川海岸砂防係

係長（0）　主任・主事（3）　技師（1）

係長（2）　主任・主事（4）　技師（2）

道路管理課 監理係

補修係

係長（1）　主任・主事（4）

副課長（1）　係長（0）　主任・主事（2）　

雪対策係 係長（1）　主任・主事（3）　技師（1）

道路建設課 計画係 係長（1）　主任・主事（3）　技師（1）

街路係

道路第一係

道路第二係

係長（1）　主任・主事（2）

係長（0）　主任・主事（1）　技師（3）

係長（1）　主任・主事（2）　技師（1）

電源立地振興課 業務係 係長（1）　主任・主事（1）

振興係 係長（1）　主任・主事（3）

新幹線建設対策課 建設対策係 係長（1）　主任・主事（0）　

新駅周辺整備係 係長（0）　主任・主事（2）　技師（1）

換地補償係 係長（1）　主任・主事（0）　技師（1）

建築住宅課 建築係 係長（2）　主任・主事（3）　技師（1）　

係長（1）　主任・主事（3）

設備係 係長（0）　主任・主事（3）　技師（1）

指導係 副参事（1）　係長（1）　主任・主事（3）　

審査係 係長（0）　主任・主事（3）　技師（1）

住宅係
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上越市行政組織図及び配置職員数（平成19年4月1日）

※臨時（1）
参事（1） 副課長（1）

※臨時（1）

下水道センター ※臨時（1）
センター長（1）　参事（1）　副課長（1）

課長（1） 副課長（1）
※臨時（1）

※臨時（1）

産業観光部
部長（1） 課長（1） 副課長（1）

※臨時・嘱託（2）

※臨時（1）

※臨時（1）

中小企業支援室
室長（1）　参事（1）

産業立地推進室
室長（1）

消費生活センター ※相談員（4）
所長（1）

女性サポートセンター
※公民館職員兼務

課長（1） 副課長（1）

観光局 ※臨時（1）
局長（1） 課長（1） 副課長（1）

※臨時（2）
課長（1） 副課長（1）

観光物産センター
センター長（1）

農林水産部
部長（1） 課長（1） 副課長（1）

※臨時（2）

※臨時（1）
課長（1） 副課長（1）

※上越市担い手育成総合支援協議会臨時（2）

※臨時・嘱託（2）
課長（1） 副課長（2）

※臨時（1）
課長（1） 副課長（1）

※臨時（1）

健康福祉部 ※臨時（2）
部長（1） 参事（1） 副課長（1）

※臨時（4）

※嘱託（4）

※日赤臨時（1）、臨時（2）

下水道管理課
企画計画係 係長（1）　主任・主事（6）

管理係 係長（1）　主任・主事（3）

業務管理係 係長（1）　主任・主事（1）

下水道管理課 計画係 係長（1）　主任・主事（6）　

建設第一係 係長（1）　主任・主事（5）　

建設第二係 係長（1）　主任・主事（5）　技師（1）

産業振興課 金融係 係長（1）　主任・主事（0）

商業係 係長（1）　主任・主事（2）

労働係 係長（1）　主任・主事（1）

庶務係 （係長＝兼金融係長）　主任・主事（1）

中小企業支援係 副参事（1）　係長（1）　主任・主事（3）

産業立地推進係 係長（1）　主任・主事（3）

直江津港振興課 物流対策係 係長（1）　主任・主事（2）

港湾係 係長（1）　主任・主事（1）

観光企画課 企画係 係長（1）　主任・主事（6）　

農政企画課 企画係 副参事（1）　主任・主事（4）

観光振興課
振興係 係長（1）　主任・主事（4）　

庶務係 係長（1）　主任・主事（2）

農業振興課 振興係 係長（1）　主任・主事（3）

担い手育成係 係長（1）　主任・主事（3）

林業水産課
林業係 係長（1）　主任・主事（3）

水産係 係長（1）　主任・主事（2）

農村整備課
計画係 係長（0）　主任・主事（3）　技師（2）

農村整備係 副参事（1）　係長（1）　主任・主事（1）　技師（1）

集落排水係 係長（1）　主任・主事（2）

経営係 係長（1）　主任・主事（2）

福祉課
援護係 係長（1）　主任・主事（5）　社会福祉主事（2）

障害福祉係 係長（1）　主任・主事（9）　社会福祉主事（2）　保健師（1）　社会福祉士（1）

福祉相談係 係長（1）　主任・主事（0）

庶務係 係長（1）　主任・主事（3）

－

－ 係長（1）　主任・主事（1）　

※総合相談設立準備室次長（1）
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上越市行政組織図及び配置職員数（平成19年4月1日）

※臨時（3）
課長（1） 副課長（1）

※運転手（3） ※臨時（2）

地域医療推進室 ※臨時・嘱託（2）
室長（1）

　

※地域包括支援センター職員（1）
課長（1） 副課長（1） ※嘱託（2）

※臨時（1）

※臨時（2）

※臨時（7）、認定調査員（16）
課長（1） 副課長（1）

※臨時（3）、納入促進員（1）

※臨時（1）

※臨時（3）
課長（1） 副課長（1）

※相談員（6）、臨時（3）

幼児ことばの教室
室長（1）
たんぽぽ園
園長（1）
ひまわり荘
園長（1）

※臨時（2）
課長（1） 副課長（0）

※臨時（2）
課長（1） 副課長（3）

※臨時（3）
課長（1） 副課長（2）

※臨時（3）

※派遣・嘱託指導主事（2）
※臨時、嘱託（2）

教育センター ※臨時・嘱託（15）
所長（1）

課長（1） 副課長（2）

※臨時（1）

青少年健全育成センター ※臨時（1）
※嘱託所長（1）、嘱託副所長（1）

青少年文化センター
所長（1）、副所長（1）

所長（1）　主任・主事（1）

所長（1）　主任・主事（4）

所長（1）

ー 主任・主事（5）　保育士（1）

ー 主任・主事（2）　保育士（2）

教育長 教育部長

会計管理者

教育総務課 ※グループ制 係長（3）　主任・主事（8）　

小学校、中学校、幼稚園

指導係 管理指導主事（2）　指導主事（6）　

学校給食共同調理場

学校教育課

生涯学習推進課
生涯学習係 係長（1）　主任・主事（2）　

社会教育係 係長（1）　主任・主事（1）　社会教育主事（2）　

学事・庶務係 係長（1）　主任・主事（2）　

管理指導係 係長（1）　主任・主事（2）

保健給食係 係長（1）　主任・主事（2）　

文化財係 係長（0）　主任・主事（2）

埋蔵文化財センター係 係長（1）　主任・主事（8）　学芸員（1）

健康づくり推進課 健康増進係 副課長（1）　係長（0）　主任・主事（3）　　

健診・相談係 係長（1）　保健師長（1）　主任・主事（9）　保健師（1）　

予防医療係 係長（1）　主任・主事（4）　

- 係長（1）　主任・主事（1）

大島診療所

牧診療所

所長（1）　主任・主事（2）　看護師（1）

所長（1）　医長（1）　副参事（1）　主任・主事（4）

くろかわ診療所

吉川診療所

清里診療所

いきいき係 係長（1）　主任・主事（3）　管理栄養士（1）　

高齢者福祉課 高齢者相談係 副課長（1）　係長（0）　主任・主事（2）　保健師（1）　社会福祉士（1）　　

高齢者給付係 係長（1）　主任・主事（3）　

介護保険課 認定審査係 副参事（1）　係長（0）　主任・主事（3）　社会福祉主事（1）

賦課給付係 係長（1）　主任・主事（4）　社会福祉主事（1）　

事業計画係 係長（1）　主任・主事（2）　

こども福祉課 家庭福祉・給付係 係長（1）　主任・主事（3）

母子保健係 副課長（1）　係長（0）　主任・主事（4）　保健師（2）　

会計課 審査・出納係 係長（1）　主任・主事（5）　

発達支援係 （たんぽぽ園園長（1）、他母子保健係兼務）

－ 係長（0）　主任・主事（0）

管理指導係 係長（0）　主任・主事（0）

※運転手（1）
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上越市行政組織図及び配置職員数（平成19年4月1日）

課長（1） 副課長（1）
※臨時（1）

※臨時（1）
館長（1） 副館長（1）

館長（1） 副館長（1）
※臨時、嘱託（6）

※臨時、嘱託（4）

※臨時（25）
館長（1） 副館長（1）

※臨時（1）
館長（1） 副館長（1）

※臨時（1）

※臨時（1）

※臨時（1）

※臨時・嘱託（3）

事務局長（1） 次長（1）

事務局長（1） 参事（1）

※臨時（2）

直江津図書館

事務局長（1）　次長（1）　副課長（1）

高田図書館

議会事務局

各区分室

※館長＝総合博物館兼務
小林古径記念美術館

市議会

監査委員

選挙管理委員会

農業委員会

各区駐在室

監査委員事務局 監査係 係長（2）　主任・主事（3）　事務局長（1）

農政係 係長（0）　主任・主事（1）

農業委員会事務局
農地係　 係長（1）　主任・主事（1）

調査係 係長（1）　主任・主事（2）　

選挙管理委員会事務局 選挙係 係長（1）　主任・主事（1）　

三和区総合事務所
教育・文化グループ

グループ長（1）　班長（1）　主任・主事（2）

名立区総合事務所
教育・文化グループ

係長（2）　主任・主事（3）　

庶務係 係長（1）　主任・主事（2）　

議事係

グループ長（1）　副参事（1）　班長（0）　主任・主事（2）

グループ長（1）　班長（2）　主任・主事（1）

清里区総合事務所
教育・文化グループ

グループ長（1）　班長（0）　主任・主事（3）

中郷区総合事務所
教育・文化グループ
板倉区総合事務所
教育・文化グループ

グループ長（1）　班長（1）　主任・主事（2）

資料係 係長（1）　主任・主事（6）

庶務係 係長（1）　主任・主事（2）

グループ長（1）　班長（2）　主任・主事（2）

グループ長（1）　班長（1）　主任・主事（2）

グループ長（1）　班長（1）　主任・主事（2）

資料係

浦川原区総合事務所
教育・文化グループ
大島区総合事務所
教育・文化グループ
牧区総合事務所
教育・文化グループ

分館　分室

サービス係 係長（1）　主任・主事（2）　

グループ長（1）　班長（1）　主任・主事（2）

係長（1）　主任・主事（2）

資料係 係長（1）　学芸員（1）

安塚区総合事務所
教育・文化グループ

グループ長（1）　班長（1）　主任・主事（1）

グループ長（1）　副参事（1）　班長（1）　主任・主事（4）

地区公民館

庶務係 主任・主事（2）

事業係 係長（1）主任・主事（4）　社会教育主事（1）

庶務係 係長（1）主任・主事（1）　

体育課 スポーツ振興係 係長（1）　主任・主事（3）

施設係 係長（1）　主任・主事（1）

参事（1）　班長（2）　主任・主事（2）

グループ長（1）　班長（2）　主任・主事（2）

サービス係 係長（1）　主任・主事（5）　司書（1）　浦川原分館司書（1）　運転手（1）

公民館（生涯学習センター）

水族博物館

総合博物館

柿崎区総合事務所
教育・文化グループ
大潟区総合事務所
教育・文化グループ

頸城区総合事務所
教育・文化グループ

吉川区総合事務所
教育・文化グループ

7/8



上越市行政組織図及び配置職員数（平成19年4月1日）

※臨時（1）

※臨時（2）

※臨時、委託（2）

※臨時（1）

※臨時（1）
課長（1） 副課長（1）

※臨時（1）

※臨時（2）

※臨時（2）、納入促進員（2）

※臨時（1）

※臨時（2）

課長（1） 副課長（1）
※臨時（1）

※臨時、特採（2）

課長（1） 副課長（1）

ガス供給所
所長（1）
浄水場 ※嘱託（1）
場長（1）

供給係

局長（1）
ガス水道局

導管管理係

設計係

建設課

収納係

検査係

経理係

営業所

管理係 係長（1）　主任・主事（1）　技師（1）　

係長（1）　主任・主事（4）　技師（1）　

係長（2）　主任・主事（6）　技師（1）　工務員（1）　浄水係、管理係

施設管理課 整備係 係長（1）　主任・主事（1）　技師（1）　

係長（1）　主任・主事（8）　技師（2）　

工事監理係 係長（1）　主任・主事（3）　技師（2）

係長（1）　主任・主事（8）　技師（2）　

保安係 係長（1）　主任・主事（3）　技師（1）　技術員（2）

計画係 副課長（1）　係長（0）　主任・主事（1）　技師（1）　

係長（1）　主任・主事（3）

メーター管理係 係長（1）　技術員（1）

装置工事係 係長（1）　主任・主事（4）　技師（1）　

料金係 副課長（1）　係長（1）　主任・主事（7）

係長（1）　技術員（1）

お客様サービス課 営業企画係 係長（1）　主任・主事（1）　技師（1）　

係長（0）　主任・主事（3）

企画調整係 係長（1）　主任・主事（1）

総務課 総務係 係長（1）　主任・主事（3）　

契約管財係 係長（1）　主任・主事（2）　

次長（1）　課長（1）　副課長（1）
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