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１ 定款の変更 

 

●名古屋市職員共済組合定款の一部変更等 

 

名古屋市職員共済組合定款の一部変更等をここに公告する。 

 

平成２８年３月３１日 

 

           名古屋市職員共済組合理事長 新 開 輝 夫 

 

名古屋市職員共済組合定款第１号 

 

名古屋市職員共済組合定款の一部変更等 

 

第１条 名古屋市職員共済組合定款（昭和３７年名古屋市職員共済組合定款第 

１号）の一部を次のように変更する。 

   第３６条の７第１項第３号中「障害共済年金」を「障害厚生年金（厚生年

金保険法による障害厚生年金をいう。）」に、「障害一時金」を「障害手当金

（厚生年金保険法による障害手当金をいう。）」に改める。 

 第４０条第１項の表中「１，０００分の３８．１」を「１，０００分の４

３」に、「１，０００分の５．１」を「１，０００分の５．４」に、「１，０

００分の１．９２」を「１，０００分の２．０９」に改める。 

 第４０条の３中「１，０００分の７６．２」を「１，０００分の８６」に、

「１，０００分の１０．２」を「１，０００分の１０．８」に改める。 

 第４４条中「平成２７年度」を「平成２８年度」に、「１，９４５円」を「１，

９６０円」に改める。 

 

第２条 名古屋市職員共済組合定款の一部変更（平成２７年３月３１日公告第

１号）の一部を次のように変更する。 

  附則に次の２項を加える。 

 ７ 前項の場合において、平成２７年１０月１日前に退職した任意継続組合

員の平成２８年４月分以後の任意継続掛金に係る変更前の第４０条の２の

規定の適用については、「施行令第４８条第３項各号」とあるのは、「被用

者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法
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律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るため

の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する

政令（平成２７年政令第３４７号）第１７２条第３項の規定により読み替

えられた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令（平

成２７年政令第３４６号）第１条の規定による改正前の施行令第４８条第

３項各号」と、「１，０００分の１１８」とあるのは、「１，０００分の８

６」と、「１，０００分の１３．８」とあるのは、「１，０００分の１０．

８」とする。 

 ８ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正

する法律（平成２４年法律第６３号。以下「平成２４年一元化法」という。）

附則第４条第６号に規定する改正前地共済法による職域加算額の受給権を

有する者については、第３６条の７中「障害厚生年金をいう」とあるのは

「障害厚生年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保

険法等の一部を改正する法律（平成２４年法律第６３号。以下「平成２４

年一元化法」という。）附則第６０条第５項の規定によりなおその効力を有

するものとされた平成２４年一元化法第３条の規定による改正前のこの法

律及び平成２４年一元化法による改正前のその他の法律の規定による旧職

域加算障害給付をいう」とする。 

 

附 則 

１ この変更は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第１条の規定に

よる変更後の第３６条の７の規定及び第２条の規定による変更後の附則第８

項の規定は、公告の日から施行し、平成２７年１０月１日から適用する。 

２ 第１条の規定による変更後の第４０条第１項及び第４０条の３の規定は、

平成２８年４月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、

同年３月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前

の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 2



 

●名古屋市職員共済組合定款の一部変更 

 

名古屋市職員共済組合定款の一部変更をここに公告する。 

 

平成２８年６月８日 

 

           名古屋市職員共済組合理事長 新 開 輝 夫 

 

名古屋市職員共済組合定款第２号 

 

名古屋市職員共済組合定款の一部変更 

 

第１条 名古屋市職員共済組合定款（昭和３７年名古屋市職員共済組合定款第 

１号）の一部を次のように変更する。 

   第３６条の７第１項中「同条第２項」を「同条第４項」に改め、同条第２

項中「法第６８条第２項」を「法第６８条第４項」に改め、同条第３項中「標

準報酬の日額の３分の２に相当する金額（当該金額に５０銭未満の端数があ

るときは、これを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数があるときは、これ

を１円に切り上げるものとする。）」を「法第６８条第２項及び第３項の規定

の例により算出された額に相当する金額」に改める。 

   第４０条の２を削り、第４０条の３を第４０条の２とする。 

 

附 則 

１ この変更は、平成２８年７月１日から施行する。ただし、第３６条の７の

変更規定は、公告の日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

２ 変更後の第３６条の７の規定は、平成２８年４月１日以後に給付事由が生

じた傷病手当金附加金について適用し、同日前に給付事由が生じた休業給付

については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、平成２８年４月１日前に退職した者に支給され

る傷病手当金附加金でその給付事由が同日以後に生じたものの支給について

は、なお従前の例による。 

４ 第４０条の２を削り、第４０条の３を第４０条の２とする変更規定は、平

成２８年７月１日以後に退職した任意継続組合員について適用し、同日前に

退職した任意継続組合員については、なお従前の例による。 
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２ 規則の改正等 

 

●貯金規則の一部を改正する規則 

 

貯金規則の一部を改正する規則をここに公告する。  

 

  平成２８年３月３１日  

 

名古屋市職員共済組合理事長 新 開 輝 夫  

 

名古屋市職員共済組合規則第１号  

 

貯金規則の一部を改正する規則  

 

第２条第２項中「年０．７５パーセント」を「年０．５０パーセント」に改

める。  

 

附 則  

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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３ 規程の改正等 

 

●名古屋市職員共済組合嘱託員就業規程の一部を改正する規程 

 

名古屋市職員共済組合嘱託員就業規程の一部を改正する規程をここに公告す

る。 

   

平成２８年３月２５日 

 

名古屋市職員共済組合理事長 新 開 輝 夫 

 

名古屋市職員共済組合規程第１号 

 

名古屋市職員共済組合嘱託員就業規程の一部を改正する規程 

 

名古屋市職員共済組合嘱託員就業規程（平成１５年名古屋市職員共済組合規

程第４号）の一部を次のように改正する。 

別表（第７条関係） 

「 

区  分 金  額 

主任嘱託員 ２５４，７００円 

事務嘱託員 ２２６，０００円 

事務補助嘱託員 ２０９，９００円 

                            」を 

「 

区  分 金  額 

主任嘱託員 ２５５，６００円 

事務嘱託員 ２２６，８００円 

事務補助嘱託員 ２１０，７００円 

                           」に改める。 

   附 則 

 （施行日） 

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （名古屋市職員共済組合嘱託員就業規程の一部を改正する規程の一部改正） 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 5



２ 名古屋市職員共済組合嘱託員就業規程の一部を改正する規程（平成２６年

名古屋市職員共済組合規程第３号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「平成２７年名古屋市職員共済組合規程第３号」を「平成２

８年名古屋市職員共済組合規程第１号」に、「２０９，９００円」を     

「２１０，７００円」に改める。 
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●名古屋市職員共済組合健康管理室嘱託員就業規程の一部を改正する規程 

 

名古屋市職員共済組合健康管理室嘱託員就業規程の一部を改正する規程をこ

こに公告する。 

   

平成２８年３月２５日 

 

名古屋市職員共済組合理事長 新 開 輝 夫 

 

名古屋市職員共済組合規程第２号 

 

名古屋市職員共済組合健康管理室嘱託員就業規程の一部を改正する規程 

 

名古屋市職員共済組合健康管理室嘱託員就業規程（平成２０年名古屋市職員

共済組合規程第９号）の一部を次のように改正する。 

別表第２（第６条関係） 

「 

職   名 月   額 

保健師嘱託員（長時間勤務） ３１８，４００円 

保健師嘱託員（短時間勤務） ２５４，７００円 

臨床心理士嘱託員 ３１８，４００円 

看護師嘱託員（長時間勤務） ２８２，５００円 

看護師嘱託員（短時間勤務） ２２６，０００円 

栄養士嘱託員（長時間勤務） ２８２，５００円 

栄養士嘱託員（短時間勤務） ２２６，０００円 

診療放射線技師嘱託員（長時間勤務） ２８２，５００円 

診療放射線技師嘱託員（短時間勤務） ２２６，０００円 

臨床検査技師嘱託員 ２８２，５００円 

                             」を 

「 

職   名 月   額 

保健師嘱託員（長時間勤務） ３１９，５００円 

保健師嘱託員（短時間勤務） ２５５，６００円 
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臨床心理士嘱託員 ３１９，５００円 

看護師嘱託員（長時間勤務） ２８３，５００円 

看護師嘱託員（短時間勤務） ２２６，８００円 

栄養士嘱託員（長時間勤務） ２８３，５００円 

栄養士嘱託員（短時間勤務） ２２６，８００円 

診療放射線技師嘱託員（長時間勤務） ２８３，５００円 

診療放射線技師嘱託員（短時間勤務） ２２６，８００円 

臨床検査技師嘱託員 ２８３，５００円 

                             」に改める。 

附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
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４ 予算 

 

●平成２８年度事業計画及び予算 

 

平成２８年度事業計画及び予算をここに公告する。 

平成２８年３月３１日 

 

名古屋市職員共済組合理事長 新開 輝夫 

 

名古屋市職員共済組合公告第２号 

平成２８年度事業計画及び予算 

（ 以下予算書のとおり） 
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 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 40



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 41



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 42



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 43



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 44



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 45



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 46



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 47



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 48



 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 49



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 50



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 51



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 52



 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 53



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 54



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 55



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 56



 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 57



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 58



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 59



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 60



 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 61



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 62



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 63



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 64



 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 65



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 66



 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 67



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 68



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 69



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 70



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 71



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 72



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 73



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 74



 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 75



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 76



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 77



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 78



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 79



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 80



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 81



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 82



 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 83



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 84



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 85



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 86



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 87



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 88



 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 89



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 90



 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 91



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 92



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 93



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 94



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 95



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 96



        

５ 決算 

 

●平成２７年度決算 

 

平成２７年度決算をここに公告する。 

平成２８年６月８日 

 

名古屋市職員共済組合理事長 新開 輝夫 

 

名古屋市職員共済組合公告第６号 

平成２７年度決算 

（ 以下決算書のとおり） 

 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 97



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 98



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 99



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 100



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 101



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 102



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 103



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 104



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 105



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 106



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 107



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 108



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 109



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 110



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 111



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 112



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 113



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 114



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 115



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 116



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 117



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 118



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 119



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 120



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 121



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 122



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 123



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 124



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 125



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 126



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 127



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 128



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 129



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 130



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 131



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 132



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 133



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 134



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 135



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 136



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 137



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 138



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 139



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 140



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 141



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 142



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 143



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 144



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 145



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 146



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 147



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 148



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 149



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 150



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 151



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 152



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 153



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 154



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 155



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 156



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 157



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 158



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 159



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 160



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 161



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 162



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 163



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 164



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 165



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 166



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 167



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 168



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 169



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 170



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 171



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 172



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 173



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 174



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 175



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 176



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 177



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 178



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 179



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 180



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 181



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 182



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 183



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 184



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 185



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 186



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 187



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 188



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 189



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 190



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 191



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 192



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 193



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 194



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 195



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 196



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 197



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 198



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 199



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 200



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 201



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 202



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 203



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 204



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 205



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 206



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 207



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 208



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 209



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 210



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 211



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 212



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 213



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 214



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 215



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 216



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 217



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 218



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 219



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 220



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 221



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 222



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 223



 2016.8 　　　　　　　　　　　　　　名古屋市職員共済組合公報　　　　  第140号　平成28年8月31日 224



1 議員・役員

議員解任 事務局職員及び出納員解任

議 員 下 田 一 幸 事 務 局 職 員 齊 藤 雅 子

議 員 小 林 寛 司 名古屋市事務職員 鈴 木 一 輝

議 員 山 田 和 雄 事業課長及び出納役任命

議 員 堀 場 和 夫

議 員 森 俊 裕 名古屋市事務職員 倉 豊

議員任命 共済課事務係長任命

教 育 長 杉 﨑 正 美 名古屋市事務職員 尾 関 修

上 下 水 道 局 長 丹 羽 吉 彦 共済課長期給付係長及び出納主任任命

病 院 局 長 大 原 弘 隆

消 防 長 佐 藤 正 弘 名古屋市事務職員 冨 野 龍 太

名古屋港管理組合総務部長 河 合 伸 和 事業課事業係長及び出納主任任命

議員辞任

名古屋市事務職員 鈴 木 雅 崇

議 員 伊 藤 一 義 事務局職員及び出納員任命

補欠選挙に伴う互選議員当選

名古屋市事務職員 原 卓 郎

消 防 局 安 井 元 啓 名古屋市事務職員 松 清 か お り

2 事務局監査員

監査員解任

財政局財政部財政課長 折 戸 秀 郷

交通局企画財務部財務課長 服 部 直 樹

監査員任命

財政局財政部財政課長 武 田 淳

交通局企画財務部財務課長 永 田 賢 也

3 事務局職員

事業課長及び出納役解任

名古屋市事務職員 鈴 木 達 郎

共済課事務係長及び出納主任解任

名古屋市事務職員 井 下 豊

共済課長期給付係長及び出納主任解任

名古屋市事務職員 山 内 和 明

事業課事業係長解任

名古屋市事務職員 尾 関 修

平成28年3月31日

平成28年3月31日

平成28年4月1日

平成28年4月1日

平成28年4月1日

平成28年4月1日

平成28年4月1日

平成28年3月31日

平成28年4月1日

平成28年3月31日

平成28年3月31日

平成28年4月1日

人事異動

平成28年3月31日

平成28年4月27日

平成28年3月31日

平成28年3月31日
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