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新　　職　　名 氏   名 旧　　職　　名 摘　要

〔部長級異動〕

　企画政策部長 井上　純一 　公営事業部長

　市民部長 鈴木　高雄 　総務部税務担当部長

　まちづくり政策部交通政策担当部長 中村　正次 　国土交通省 採用

　都市整備部長 池谷　弘一 　まちづくり事業部長 組織改正

　学校教育部長 加藤　富士夫 　教育総務部長 組織改正

　学校教育部教育指導担当部長 倉本　憲一 　学校教育部長 組織改正

　市民病院副病院長兼事務局長 神保　正治 　健康・こども部長

〔部長級昇格〕

　防災危機管理部長 山下　浩一 　企画部広報・情報政策課長
危機管理監

異動

　産業振興部長 今井　宏明 　経済部産業振興課長

　公営事業部長 柏木　道之 　総務部職員課長 異動

　健康・こども部長 石田　有信 　企画部財政課長 異動

　まちづくり政策部長 小山田　良弘 　まちづくり政策部まちづくり政策課長

　議会局長 伊東　俊夫 　議会局次長

　監査委員事務局長 髙井　尚子 　学校教育部学務課長 異動

　消防長 小林　節太郎 　消防本部消防次長兼消防総務課長

〔課長級異動〕

　企画政策部企画政策課長 中村　俊也 　企画部企画課長 組織改正

　企画政策部秘書広報課長 今井　高司 　企画部秘書課長 組織改正

　企画政策部資産経営課長 伊藤　良一 　総務部財産管理課長 組織改正

　総務部職員課付課長
　（文化スポーツまちづくり振興財団派遣）

見留　俊也
　総務部職員課付課長
　（文化スポーツまちづくり振興財団派遣）

派遣延長

　総務部契約検査課長 瀬戸　雅史 　市民部文化・交流課長

　総務部庁舎管理課長 久保谷　忍 　総務部庁舎建設室長 組織改正

　総務部納税課長 間宮　芳夫 　総務部契約検査課長

　総務部市民税課長 山田　忠宏 　健康・こども部青尐年課長

　総務部固定資産税課長 宮代　孝良
　教育総務部学校給食課
　東部学校給食共同調理場長

　産業振興部農水産課長 小泉　　宏 　経済部農水産課長 組織改正

　産業振興部商業観光課長 内田　　徹 　経済部商業観光課長 組織改正

　市民部協働推進課長 鈴木　千代治 　市民部くらし安全課長
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　福祉部障がい福祉課長 大野　富雄 　健康・こども部保険年金課長

　健康・こども部保育課長 二見　博幸 　防災危機管理部防災危機管理課長

　健康・こども部青尐年課長 諸星　一政 　総務部市税総務課長

　健康・こども部保険年金課長 古矢　　守 　企画部行財政改革推進課長

　環境部環境政策課長 二宮　直子 　福祉部介護保険課長

　環境部循環型社会推進課長 稲毛　義博 　環境部資源循環課長 組織改正

　環境部環境保全課長 池田　圭子 　総務部職員課付課長

　環境部環境施設課長 髙橋　寿夫 　環境部環境事業センター場長 組織改正

　環境部環境施設課施設整備・広域担当課長 久保田　寛
　教育総務部学校給食課
　北部学校給食共同調理場長

　まちづくり政策部交通政策課長 小林　　岳
　まちづくり事業部みどり公園・水辺課
　施設管理担当課長

　まちづくり政策部建築指導課長 　まちづくり事業部建築住宅課長

　都市整備部都市整備課長 細谷　　誠 　土木部土木補修課長

　都市整備部みどり公園・水辺課長 齊藤　義行 　まちづくり事業部みどり公園・水辺課長 組織改正

　都市整備部総合公園課長 大津　　修 　社会教育部社会教育課中央公民館長

　土木部道路管理課長 荒川　　薫 　土木部土木調整課長

　議会局次長 小林　光徳 　市民部協働推進課長

　学校教育部教育施設課長 難波　修三 　教育総務部教育施設課長 組織改正

　学校教育部学校給食課長 天利　和彦 　教育総務部学校給食課長 組織改正

　社会教育部社会教育課長 春原　昭彦 　市民部市民課長

　社会教育部中央公民館長 遠藤　正人
　総務部職員課付課長
　（社会福祉協議会派遣）

　社会教育部スポーツ課長 高橋　勇二 　社会教育部社会教育課長

　消防本部消防総務課長 城所　重夫 　環境部環境業務課長

〔課長級昇格〕

　企画政策部財政課長 津田　勝稔 　市民部くらし安全課課長代理 異動

　企画政策部秘書広報課広報担当課長 平野　貴裕 　企画部広報・情報政策課課長代理

　企画政策部情報政策課長 高橋　孝祥 　企画部財政課課長代理 異動

　防災危機管理部危機管理課長 菅沼　秀敏 　総務部職員課課長代理 異動

　防災危機管理部災害対策課長 山田　　透 　防災危機管理部防災危機管理課課長代理

　総務部職員課長 原　　　正 　総務部職員課課長代理

　総務部職員課労務担当課長 今井　修己 　福祉部生活福祉課課長代理 異動

　産業振興部産業振興課長 武井　輝夫 　経済部商業観光課課長代理 異動



新　　職　　名 氏   名 旧　　職　　名 摘　要

　市民部市民課長 髙梨　明美 　市民部市民課課長代理

　市民部文化・交流課長 岩﨑　和子 　会計課課長代理 異動

　福祉部介護保険課長 河野　滋之 　福祉部介護保険課課長代理

　まちづくり政策部まちづくり政策課長 小野間　孝 　まちづくり政策部建築指導課課長代理 異動

　都市整備部建築住宅課長 相原　信昭 　まちづくり事業部建築住宅課課長代理

　土木部下水道経営課長 平井　　悟 　土木部土木総務課課長代理 異動

　土木部下水道整備課長 磯村　正之 　土木部土木補修課課長代理 異動

　学校教育部教育総務課長 安藤　英一 　教育総務部教育総務課課長代理

　社会教育部博物館長 澤村　泰彦 　社会教育部博物館館長代理

　市民病院医事課長 田丸　勝巳 　市民病院医事課課長代理

【消防職】

〔課長級異動〕

　消防本部予防課長 鈴木　　正 　消防署管理課長

　消防本部消防救急課長 栁川　愼治 　消防署警備課長

　消防本部情報指令課長 飯山　光雄 　消防本部消防救急課長

　消防署警備第一課長 三野　末三夫 　消防本部予防課長

〔課長級昇格〕

　消防署警備第二課長 浮田　　弘 　消防本部予防課課長代理 異動

　消防署警備第三課長 二宮　義行 　消防署警備課課長代理 組織改正

【市民病院医療職】

〔理事・部長級昇格〕

　病院長 金井　歳雄
　診療部長兼中央手術室部長
　兼臨床研修指導室室長

　副病院長兼保健指導室室長 髙橋　久雄
　診療部長兼保健指導室室長
　兼薬剤部長

　副病院長兼皮膚科部長 木花　いづみ 　皮膚科部長

　診療部長兼脳神経外科部長 宮崎　宏道 　脳神経外科部長

　診療部長兼小児科部長
　兼臨床研修指導室室長

山田　健一朗 　小児科部長

　薬剤部長兼薬剤科長 岩田　　裕 　薬剤科長

　副看護部長（教育担当） 池谷　弘子 　看護科長代理兼師長

　副看護部長（業務担当） 喜多見　宏子 　副看護部長（総務・教育担当） 職名変更

※教職員担当課長、教育指導課長、子ども教育相談センター所長は公立学校から配置予定


