
表１-２　 行政機構の変遷 ： 昭和41～46年

昭和41年12月末 42年 43年 44年 45年 46年 ※47年4月改正
　　　　　：政令指定都市移行

会計室 会計室 会計室 会計室 会計室 会計室 （局→部相当へ）

会計課 会計課 会計課 会計課 会計課 会計課

用度課 用度課 用度課 用度課 用度課 用度課 （管財部へ）

秘書室 秘書室 秘書室 秘書室 秘書室 秘書室

[4] 渉外広報部 渉外広報部 渉外広報部

秘書課 秘書課 秘書課 秘書課 秘書課 秘書課

広報課 広報課 広報課 広報課 広報課 広報課
[5] 広聴課

管理課 管理課 管理課 管理課 管理課 管理課 （総務局庶務部へ）

[4] 職員部 職員部 職員部

人事課 人事課 人事課 人事課 人事課 人事課

勤労課 勤労課 勤労課 勤労課 勤労課 勤労課

職員厚生課 職員厚生課 職員厚生課 [4] 厚生課 厚生課 厚生課 （共済組合事務局へ改組）

総務局 総務局 総務局 総務局 総務局 総務局

[4] 庶務部 庶務部 庶務部

庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課

[4] 事務能率課 事務能率課 事務能率課
[4] 計算課 計算課 計算課 （財政部へ→計算センター）

企画部 企画部 企画部 企画部 企画部 企画部 （企画調整局へ）

企画課 企画課 企画課 企画課 企画課 企画課

調整課 調整課 調整課 [4] 調査統計課 調査統計課 調査統計課

財務部 財務部 財務部 財務部 財務部 財務部 （改称：財政部）

財政課 財政課 財政課 財政課 財政課 財政課

管財課 管財課 管財課 管財課 管財課 管財課 （管財部へ）

[10] 特別用地課 特別用地課 特別用地課 [4] 用地課 用地課 （管財部へ）

計算課 計算課 計算課 （4:庶務部へ）

市民部 市民部 市民部 市民部 市民部 市民部

市民課 市民課 市民課 市民課 市民課 市民課
[10] 防災課 防災課 防災課 防災課 防災課

戸籍課 戸籍課 戸籍課 戸籍課 戸籍課 戸籍課

税務部 税務部 税務部 税務部 税務部 税務部 （改称：税政部）

庶務課 庶務課 ×[11]

税制課 税制課 税制課 税制課 税制課 税制課
[4] 庁舎建設部 庁舎建設部 庁舎建設部 庁舎建設部 ×

[7] 総務課
[7] 建設課

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ準備室 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ準備室 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ準備室 [4] ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局 （整理室（部相当）へ）

[4] 連絡調整部 連絡調整部 連絡調整部

総務課 総務課 総務課 [4] 庶務課 庶務課 庶務課

施設課 施設課 施設課 [4] 施設部 施設部 施設部

[4] 管理課 管理課 管理課

[4] 受入対策部 受入対策部 受入対策部

[4] 受入第一課 受入第一課

[4] 受入第二課 受入第二課

経済局 経済局 経済局 経済局 経済局 経済局

商工部 商工部 商工部 商工部 商工部 商工部

消費経済課 消費経済課 消費経済課 消費経済課 消費経済課 消費経済課 （消費者対策室（部相当）へ）

商工課 商工課 商工課 商工課 商工課 商工課
[4] 流通ｾﾝﾀｰ促進課 流通ｾﾝﾀｰ促進課　×

観光課 観光課 観光課 観光課 観光課 観光課

農林部 農林部 農林部 農林部 農林部 農林部 （改称：農務部）

農政課 農政課 農政課 農政課 農政課 農政課

農産課 農産課 農産課 農産課 農産課 農産課

農協合併推進課 農協合併推進課 ×[10]

中央卸売市場 中央卸売市場 中央卸売市場 中央卸売市場 中央卸売市場 中央卸売市場

(12:施設局を分離・新設)

建設局 建設局 建設局 建設局 建設局 建設局

管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部

庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課

管理課 管理課 管理課 管理課 管理課 [4] 道路管理課

宅地指導課 宅地指導課 宅地指導課 (4:計画部へ)

計画部 計画部 計画部 計画部 計画部 計画部 （企画調整局へ）

調整課 調整課 調整課 ×[4]

[4] 街路計画課 街路計画課 街路計画課

都市計画課 都市計画課 都市計画課 都市計画課 都市計画課 都市計画課
[4] 宅地指導課 宅地指導課 宅地指導課 （施）開発部へ）

公園課 公園課 公園課 公園課 公園課 公園課 （環）緑化推進部へ）

市街地改造課 市街地改造課 市街地改造課 (4:施設局へ)

[4] 用地部 用地部 用地部 用地部 ×

用地課 [10] 用地第一課 [4] 用地第一課 用地第一課 用地第一課 用地第一課
[10] 用地第二課 [4] 用地第二課 用地第二課 用地第二課 用地第二課

[4] 用地第三課 用地第三課 用地第三課 ×[4] 　　　（管理部へ統合・改組）

[4] 用地第四課 用地第四課 ×[4]

[4] 調査課 調査課 調査課 調査課

[4] 測量課 （管理部へ）

土木部 土木部 土木部 土木部 土木部 土木部

業務課 業務課 ×[11]

[4] 工事計画課 工事計画課 工事計画課 工事計画課

[11] 道路維持課 道路維持課 道路維持課 道路維持課

工事課 工事課 [4] 道路工事課 道路工事課 道路工事課 道路工事課
[4] 街路河川課 [4] 街路工事課 街路工事課 街路工事課

[4] 河川課 河川課 河川課

　　　（各課統合・改組）

　　（事務管理課へ統合・改組）



[12] 施設局 施設局 施設局 施設局 施設局 施設局 （改称：都市開発局）

都市開発部 都市開発部 都市開発部 [4] 区画整理部 区画整理部 区画整理部

庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 （管理／指導課へ分割）

区画整理第一課 区画整理第一課 [4] 西部区画整理課 西部区画整理課 西部区画整理課 西部区画整理課

区画整理第二課 区画整理第二課 [4] 北部区画整理課 北部区画整理課 北部区画整理課 北部区画整理課
[4] 区画整理第三課 [4] 南部区画整理課 南部区画整理課 南部区画整理課 南部区画整理課

[4] 東部区画整理課 東部区画整理課 東部区画整理課 東部区画整理課
[4] 光星区画整理課 光星区画整理課 光星区画整理課

[4] 市街地開発部 市街地開発部 市街地開発部 （改称：開発部）

[4] 市街地改造課 [4] 開発計画課 開発計画課
[4] 再開発課 再開発課 　　 （庶務／開発課へ統合・改組）

[4] 防災建築課 防災建築課 [4] 市街地建築課

団地課 団地課 [4] 住宅団地課 住宅団地課 [4] 団地造成課 団地造成課
[4] 産業団地課 産業団地課

下水道部 下水道部 下水道部 下水道部 下水道部 下水道部 （建設局へ）

業務課 業務課 業務課 業務課 業務課 業務課 （管理課へ統合・改組）

[4] 負担金課 負担金課
[4] 管理課 管理課 （業務課と統合・改組）

工事第一課 工事第一課 工事第一課 工事第一課 工事第一課 工事第一課 （計画／施設建設課へ改組）

工事第二課 工事第二課 工事第二課 工事第二課 工事第二課 工事第二課 （改称：西部工事課）

[5] 工事第三課 （改称：東部工事課）

処理場課 ×[10]

建築部 建築部 建築部 建築部 建築部 建築部

住宅課 住宅課 住宅課 住宅課 住宅課 住宅課

住宅指導課 住宅指導課 住宅指導課 住宅指導課 住宅指導課 住宅指導課 ×（主幹設置）

建築課 建築課 建築課 建築課 建築課 建築課

建築設備課 建築設備課 建築設備課 建築設備課 建築設備課 建築設備課

建築指導課 建築指導課 建築指導課 建築指導課 建築指導課 建築指導課

（5：厚生局分割→衛生局／民生局）

厚生局 厚生局 [5] 衛生局 衛生局 衛生局 衛生局 （改称：環境局）

衛生部 衛生部 [5] 公衆衛生部 公衆衛生部 公衆衛生部 公衆衛生部 （厚生局へ）

庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 （厚）社）庶務課へ統合）

公衆衛生課 公衆衛生課 公衆衛生課 公衆衛生課 公衆衛生課 公衆衛生課 （衛生／保健予防課に分割）

[4] 公害課 公害課 公害課 公害課 [4] 公害部

公害第一課 （改称：大気課）

公害第二課 （改称：水質騒音課）

清掃部 清掃部 清掃部 清掃部 清掃部 清掃部

庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 （改称：業務課）

清掃指導課 清掃指導課 清掃指導課 清掃指導課 清掃指導課 清掃指導課 （改称：作業管理課）

施設課 施設課 施設課 施設課 施設課 施設課

[5] 民生局 民生局 民生局 民生局 （改称：厚生局）

民生部 民生部 [5] 社会部 社会部 社会部 社会部

社会課 社会課 社会課 社会課 社会課 社会課 （衛）衛）庶務課と統合 →庶務課）

[4] 福祉課 福祉課 福祉課 （険）保一）老人医療係と統合

 　→福祉課／老人福祉課へ改組）

青少年課 青少年課 青少年課 青少年課 青少年課 青少年課 （青少年対策室（部相当）へ）

保険部 保険部 保険部 保険部 保険部 保険部 ×

保険第一課 保険第一課 保険第一課 保険第一課 保険第一課 保健第一課

保険第二課 保険第二課 保険第二課 保険第二課 保険第二課 保健第二課 　　 （各課統合→保険年金課）

年金課 年金課 年金課 年金課 年金課 年金課

出典）各年『条例交付伺』、『規則交付伺』、『事務概況報告書』、『行政機構及び役職員一覧表』、『札幌市役職者名簿』、総務局庶務部『札幌市機構変遷年表（昭和43年～昭和52年）』

（1978年）より作成。

注）×は廃止、【 】内の数字は改正月を示す。



表１-３　 行政機構の変遷 ： 昭和47～50年

昭和47年12月末 48年 49年 50年

【A】 【B】
会計室 会計室 会計室 会計室

会計課 会計課 [4] 会計管理課 会計管理課
[4] 支出審査主幹 支出審査主幹 [4] 出納課 出納課

秘書室 秘書室 秘書室 【廃止】 総務局
（7:秘所室より）

渉外広報部 渉外広報部 渉外広報部 （総務局へ：秘書部新設） 秘書部
秘書課 秘書課 秘書課 秘書課

[4] 秘書主幹 × 　外事主幹
外事主幹 外事主幹 外事主幹 　連絡調整次長

広報課 広報課 広報課 （市民局へ：広報部新設） 連絡調整主幹
[4] 広報調整主幹 広報調整主幹 × 庶務部

広聴課 広聴課 広聴課 （市民局へ 事務管理課
　改称：市民の声を聞く課） 　法制主幹

[11] 　　連絡調整次長    連絡調整次長    連絡調整次長 （総務局へ） 庁舎管理課
[4] 連絡調整主幹 連絡調整主幹 連絡調整主幹 　技術主幹

（7:秘所室より）
職員部 職員部 職員部 （総務局へ） 職員部

人事課 人事課 人事課 人事課
[4] 給与主幹 給与主幹 給与主幹 （給与課へ改組） [7] 給与課

[4] 研修主幹 [4] 職員研修所 職員研修所
勤労課 勤労課 勤労課 勤労課

[4] 福利課 福利課
（4:共済組合事務局より）

(4:新設）

企画調整局 企画調整局 企画調整局 企画調整局
(4:総）企画部より）
企画部 企画部 企画部 企画部
[4] 企画調査課 企画調査課 企画調査課 [7] 統計課
[4] 調査主幹 調査主幹 調査主幹 × 企画調査課
[4] 統計主幹 統計主幹 統計主幹 （統計課へ改組） 調整課
[4] 調整課 調整課 調整課 　計画主幹

[4] 計画主幹
（4:建）計画部より　※公園課を除く）
計画部 計画部 計画部 計画部

　　 [4] 都市計画課 都市計画課 都市計画課 都市計画課
[4] 施設主幹 施設主幹 施設主幹 　施設主幹

[7] 住区主幹 住区主幹 ×
[4] 交通計画課 交通計画課 交通計画課 交通計画課
[4] 国鉄高架主幹 [7] 土地対策課

（11:準備室へ）
（4:総）市民部より） （7:都）開発部より）
区政部 区政部 区政部 （市民局へ移管） 開発部

[4]     連絡調整次長 　連絡調整次長 × [7] 再開発課
[4] 管理課 管理課 管理課 （改称：窓口課） [7] 団地計画課
[4] 総合窓口主幹 ×[4] 　大規模団地開発主幹
[4] 連絡調整課 連絡調整課 連絡調整課 団地造成課
[4] 防災主幹 防災主幹 防災主幹 [7] 副都心開発課
[4] 交通安全主幹 [11] 交通安全課 交通安全課 宅地課

　指導主幹
[11] 国鉄高架準備室 （審議室新設） [7] 審議室

国鉄高架準備主幹 ×[4]

総務局 総務局 総務局
庶務部 庶務部 庶務部
[4] 事務管理課 事務管理課 事務管理課

[4] 法制主幹 法制主幹 法制主幹

（秘）渉外）管理課より・改称）

[4] 庁舎管理課 庁舎管理課 庁舎管理課

技術主幹 技術主幹 技術主幹 （7:総務局より分離・新設）

[4] 財政部 財政部 財政部 （財政局へ） 財政局
財政課 財政課 財政課 財政部 財政課

[4] 資金主幹 資金主幹 資金主幹 　資金主幹

[4] 計算センター 計算センター 計算センター 計算センター

（庶）計算課を移管・改称)

[4] 税政部 税政部 税政部 （財政局へ） 税政部

税制課 税制課 税制課 税制課

[4] 資産税主幹 [4] 資産税課 資産税課

[4] 管財部 管財部 管財部 （財政局へ） 管財部

管財課 [4] 管財課 管財課 管財課

[4] 公共用地課 公共用地課 公共用地課

用地主幹 用地主幹 用地主幹 　用地主幹

(4:会計室より） 用度課 用度課 用度課 用度課

[4] オリンピック整理室 ×[4]
[4] 整理主幹 ×[4]

[4] 連絡調整主幹 ×[4] （7:新設）

市民局
（7:秘書室より）

広報部

[7] 市民の声を聞く課

広報課

（7:企画調整局より）

市民部
[7] 窓口課

連絡調整課
　防災主幹

交通安全課
[7] 勤労市民課

（7:厚生局より）
青少年婦人部

青少年婦人主幹

（昭和50年7月1日改正）



[4] 厚生局 厚生局 厚生局 厚生局
社会部 社会部 社会部 社会部

[4] 　 医療次長 　医療次長 　医療次長 ×
（社会課・公）庶務課統合）
[4] 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課
[4] 労政主幹 労政主幹 労政主幹 ×
[4] 墓園主幹 墓園主幹 [4] 墓園課　 墓園課　
[4] 保健指導課 保健指導課 保健指導課 保健指導課
[4] 保険年金課 保険年金課 [4] 保険医療課 保険医療課

（保険）第一／第二／年金課統合)

[4] 福祉部 福祉部 福祉部 福祉部
（社）福祉課・険）老人医療課を統合・改組
→福祉課・保育主幹／老人福祉課）
[4] 福祉課 福祉課 [4] 障害福祉課 （改称：福祉課） [7] 福祉課
[4] 保育主幹 [4] 保育課 [4] 児童福祉課 （保育部へ改組）
[11] 指導監査主幹 指導監査主幹 [4：部直轄] 指導監査主幹 指導監査主幹
[4] 老人福祉課 老人福祉課 老人福祉課 老人福祉課

[7] 保育部
[7] 管理課
[7] 指導課

[4] 青少年対策室 [4] 青少年部 青少年部 （市民局へ）
[4] 青少年主幹 青少年主幹 （4：増員） 青少年主幹（２） （改称：青少年婦人主幹）

（4:衛生局より）
[4] 公衆衛生部 公衆衛生部 公衆衛生部 公衆衛生部
[11] 　　連絡調整次長    連絡調整次長    連絡調整次長 　連絡調整次長

[4] 保健予防課 保健予防課 保健予防課 保健予防課
[4] 衛生課 衛生課 衛生課 衛生課

[4] 環境局 環境局 環境局 環境局
公害部 公害部 公害部 公害部
[4] 大気課 大気課 大気課 大気課
[4] 水質騒音課 水質騒音課 水質騒音課 水質騒音課

清掃部 清掃部 清掃部 清掃部
[4] 業務課 業務課 業務課 業務課

[4] 　作業次長 　作業次長   作業次長 　作業次長
[4] 作業管理課 作業管理課 作業管理課 作業管理課

[4] 　施設次長 　施設次長   施設次長 　施設次長
施設課 施設課 施設課 施設課

[4] 計画主幹 計画主幹 計画主幹 計画主幹
[4] 処理場主幹 処理場主幹 処理場主幹 処理場主幹

[4] 緑化推進部 緑化推進部 緑化推進部 緑化推進部
公園緑地課 公園緑地課 [4] 公園管理課 公園管理課

[4] 公園建設課 公園建設課
自然保護課 自然保護課 自然保護課 自然保護課

経済局 経済局 経済局 経済局
商工部 [4] 商工観光部 商工観光部 （改称：商工部） [7] 商工部

商工課 [4] 商政課 商政課 商政課
[4] 工政課 工政課 工政課

[4] 流通団地主幹 ×[4]
[11]   観光振興次長 　観光振興次長   観光振興次長 （観光部設置） [7] 観光部

観光課 観光課 観光課 観光課
[4] 農務部 農務部 農務部 農務部

農政課 農政課 農政課 農政課

農産課 農産課 農産課 農産課

[7] 畜舎対策主幹 畜舎対策主幹 畜舎対策主幹 　畜舎対策主幹

中央卸売市場 中央卸売市場 中央卸売市場 中央卸売市場

[4] 管理課 管理課 管理課 管理課

[4] 業務課 業務課 業務課 業務課

[7] 東部市場開設準備課 東部市場開設準備課 東部市場開設準備課

[10] 調整主幹 調整主幹

消費者対策室 消費者対策室 消費者対策室 （生活物資対策部と [7] 生活物資部

[4] 消費対策主幹 消費対策主幹 消費対策主幹 　経）消費者対策室を統合 [7] 生活相談課

　　　　　→生活物資部） [7] 物資流通課

[7] 消費指導課

建設局 建設局 建設局 建設局
管理部 管理部 管理部 管理部

[4→×11] 　　連絡調整次長
庶務課 庶務課 庶務課 庶務課
道路管理課 道路管理課 道路管理課 道路管理課

[4] 道路認定主幹 道路認定主幹 　道路認定主幹 　道路認定主幹
[2] 調整主幹 ×

[11]     用地次長 　用地次長 [4] 用地部 用地部
[4] 用地課 [4] 道路用地課 道路用地課 道路用地課

[4] 業務課 業務課
[4] 道路用地主幹 [4] 用地主幹
[4] 街路用地主幹 [4] 用地主幹 [4] 街路用地課 街路用地課

測量課 測量課 測量課 測量課
[4]   特別用地次長 　特別用地次長

[4] 札幌新道課 札幌新道課
[4] 創成川通課 創成川通課

土木部 土木部 土木部 土木部
[4] 　新設改良次長 　新設改良次長   新設改良次長 　新設改良次長

業務課 業務課 業務課 業務課
道路維持除雪主幹 道路維持除雪主幹 道路維持除雪主幹 　道路維持除雪主幹

道路課 道路建設課 道路建設課 道路建設課
道路工事主幹 道路工事主幹 道路工事主幹 　道路工事主幹
事務主幹 ×[4]

街路建設課 街路建設課 街路建設課
街路工事主幹 街路工事主幹 街路工事主幹 　街路工事主幹

河川課 河川課 河川課 河川課
[4] 鉄道高架部 鉄道高架部 鉄道高架部
[4] 業務課 業務課 業務課
[4] 計画課 計画課 計画課

[4] 調整主幹 　調整主幹
[11] 札幌新道準備室 [4] 札幌新道部 ×[4？]

札幌新道主幹 札幌新道主幹 ×[4？]



(4:施設局より） (4:下水道局を分離・新設）

下水道部 下水道局 下水道局 下水道局
[4] 管理課 (改組） [4] 業務部 業務部 業務部
[4] 管渠管理主幹 [4] 業務課 業務課 業務課

[7] 　経理主幹
負担金課 負担金課 負担金課 負担金課

[4] 計画課 [4] 管理課 [4] 排水設備課 [7] 施設管理課
[4] 　施設次長 　施設次長 　施設次長 　施設次長

(改組） [4] 工事部 工事部 （改称：施設管理課） 工事部
[4] 計画課 計画課 計画課
[4] 開発指導主幹 [4] 開発指導課 開発指導課

[4] 施設建設課 施設建設課 施設建設課 施設建設課
[4] 中部工事課 中部工事課 中部工事課

[4] 西部工事課 西部工事課 西部工事課 西部工事課
[4] 東部工事課 東部工事課 東部工事課 東部工事課

[4] 都市開発局 都市開発局 都市開発局 （改称：建築局）
[4] 開発部 開発部 開発部 （企画調整局へ）

庶務課 庶務課 庶務課 （改称：再開発課）
開発課 開発課 開発課 （改称：団地計画課）
　大規模団地開発主幹 　大規模団地開発主幹 　大規模団地開発主幹
団地造成課 団地造成課 団地造成課

[4] 宅地指導課 [4] 宅地課 宅地課 （7：改称）

（建）計画部より） [4] 指導主幹 指導主幹 建築局
区画整理部 区画整理部 区画整理部 区画整理部

[4] 　調整次長 　調整次長 　調整次長

[4] 管理課 管理課 管理課 管理課

[4] 指導課 指導課 指導課 指導課

東部区画整理課 東部区画整理課 東部区画整理課 東部区画整理課

西部区画整理課 西部区画整理課 西部区画整理課 西部区画整理課

南部区画整理課 南部区画整理課 ×[4]

北部区画整理課 北部区画整理課 北部区画整理課 北部区画整理課

[11?]   施設次長 [4] 　改良次長 　改良次長 　改良次長

光星区画整理課 光星区画整理課 [4] 光星一課 光星一課

[4] 光星二課 光星二課

[4] 住宅改良主幹 [4] 住宅改良課 住宅改良課 （改称：光星改良課） [7] 光星改良課

建築部 建築部 建築部 [7] 住宅部

住宅課 住宅課 住宅課 （住宅部へ分離） 住宅課

[4] 管理主幹 （住宅管理課へ改組） [7] 住宅管理課

[4] 住宅指導主幹 [4] 技術主幹 ×[4]

建築課 建築課 [4] 住宅建設課 （住宅部へ分離） 住宅建設課

[4] 庁舎建築主幹 ×[4] 建築部

[4] 学校建築主幹 学校建築主幹 [4] 学校建築課 学校建築課

[4] 公営住宅建築主幹 公営住宅建築主幹 ×[4]

建築設備課 建築設備課 [4] 設備課 設備課

　技術次長 ×

建築課 建築課

[4] 技術主幹 　技術主幹

[4] 営繕主幹 　営繕主幹

[4] 　建築指導次長 [4] 建築指導部 建築指導部

建築指導課 建築指導課 [4] 指導課 指導課

[4] 違反建築物主幹 [4] 監察主幹 [4] 監察課 監察課

[4] 建築審査課 [4] 建築審査一課 建築審査一課

[4] 建築審査二課 建築審査二課

[4] 建設許可主幹 [4] 建築確認主幹 ×[4]

建築確認技師 道路審査課

[4] 道路審査課

[4] 厚別副都心準備室 [4] 厚別副都心開発部 （企）開発部へ）

[4] 企画主幹 [4] 開発主幹 ×

[4] 開発主幹 [4] 施設主幹 ×

[5] 日照対策室 日照対策室

[5]   調整次長 ×

[5] 指導主幹 指導主幹

[1] 生活物資対策部 （経）消費者対策室と統合
[1] 生活相談課 →経）生活物資対策部へ
[1] 物資調査課 　改組）
[1] 消費指導課

出典）各年『条例交付伺』、『規則交付伺』、『事務概況報告書』、『札幌市役職者名簿』、総務局庶務部『札幌市機構変遷年表（昭和43年～昭和52年）』（1978年）より作成。

注）×は廃止、【 】内の数字は改正月を示す。
カラーガイド【A】は49年末時点での所属局を、【B】は50年改正によるそれらの構成変化を示している。



表２-２　局事務分掌の変遷：昭和47～50年

（改正内容）

秘書室 【廃止】総務局／市民局へ

(1) 渉外、広報、広聴及び儀式 ○ ○ ×[総務(1)／市民(1)へ]

(2) 職員の進退、身分、給与及び福利厚生 ○ ○ ×[総務(3)へ]

企画調整局【新設】 企画調整局

(1) 市政の総合企画及び都市計画 ○ ○ ○ (1)市政の総合企画及び都市計画

(2) 区役所の連絡調整 ○ ○ ×[市民(2)へ] (2)事業の調整及び統計

(3) 事業の調整及び統計 ○ ○ →(2) (3)市街地の開発

(3)[都市(1)より] (4)都市問題の調査研究
(4)都市問題の調査研究

総務局 総務局

(1)　議会及び市の行政一般 ○ ○ (2)「事務改善」追加 (1)渉外及び儀式

(2)　予算、税その他の財務 ○ ○ ×[財政(1)へ] (2)議会及び市の行政一般並びに事務改善

(3)　事務の改善その他他の主管に属しない事項 ○ ○ (4)「事務の改善」削除 (3)職員の進退、身分、給与及び福利厚生

(1)[秘書(1)より] (4)その他他の主管に属しない事項

(3)[秘書(2)より]

財政局【分離】 財政局
(1)[総務(2)より] (1)予算、税その他財務

市民局【新設】 市民局

(1)[秘書(1)より] (1)広報、広聴

(2)[企画調整(2)より]／「住民運動」追加 (2)区役所の連絡調整及び住民活動

(3)交通安全及び災害対策 (3)交通安全及び災害対策
(4)[厚生(1)より]／「婦人」追加 (4)青少年婦人

厚生局 厚生局

(1)　社会福祉に関する事項 (1)「青少年」追加 ○ (1)「青少年」削除 (1)社会福祉

(2)　国民健康保険及び国民年金 ○ ○ ○ (2)国民健康保険及び国民年金
(3)　保健衛生 ○ ○ ○ (3)保健衛生

環境局 環境局

(1)　公害防止に関する事項 ○ ○ ○ (1)公害防止

(2)　清掃その他環境衛生 ○ ○ ○ (2)清掃その他環境衛生

(3)　公園、緑地、林業及び自然保護 ○ ○ ○ (3)公園、緑地、林業及び自然保護

経済局 経済局

(1)　商業、工業及び農業 ○ ○ ○ (1)商業、工業及び農業

(2)　観光 ○ ○ (2)「市民レクリェーション」追加 (2)観光及び市民レクリエーション

(3)　消費生活及び計量 ○ ○ ○ (3)消費生活、生活物資及び計量
(4)　中央卸売市場 ○ ○ ○ (4)中央卸売市場

建設局 建設局

(1)　道路及び河川 ○ (1)道路及び河川の管理及び工事 ○ (1)道路及び河川の管理及び工事

(2)道路用地の取得 ○ (2)道路用地の取得

(2)　下水道 (2)鉄道高架 →(3) ○ (3)鉄道高架

下水道局【分離】 下水道局
(1)下水道 ○ ○ (1)下水道

都市開発局 建築局【改称】／【分離】企画調整局へ 建築局

(1)　市街地の開発及び土地区画整理 ○ ○ →(2)／「市街地の開発」を企画(3)へ (1)住宅及び建築

(2)　住宅及び建築 ○ ○ →(1) (2)土地区画整理

市立札幌病院 市立札幌病院

(1)　医療事業の経営 ○ ○ ○ (1)医療事業の経営

(2)　市立高等看護学院 ○ ○ ○ (2)市立高等看護学院

出典）各年『条例交付伺』、『規則交付伺』より作成。

昭和47年4月1日（昭和46年条例40号） 改正：48年 49年
50年7月
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