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新規採用職員　　　　　　　　　　　　今年度の新規採用職員は、計 31 人です。職種の内訳は、事務職 12 人、土木技術職 5 人、福祉職 7 人、保健師 1 人、栄養士 2 人、消防士 4 人となっています。
◎石塚卓…総務部施設管理課（技師）◎大内郡…企画財政部課税課（主事）◎石川葵…市民生活部市民課（主事）◎澤井華衣…市民生活部市民課（主事）◎松田健吾…市民生活部市民安全課（主事）◎戸田徹…健康福祉部
社会福祉課（主任福祉主事）◎安彦沙織…健康福祉部健康づくり支援課（保健師）◎飯田秀雄…健康福祉部障害福祉支援課（主査長）◎安藤良資…健康福祉部障害福祉支援課（主査長）◎染谷政志…健康福祉部障害福祉支
援課（主任福祉主事）◎辻恵…健康福祉部国保年金課（主事）◎前田景介…子ども部子ども支援課（主事）◎浜崎晃…子ども部保育課（主事）◎石川ゆかり…子ども部保育課（栄養士）◎今田千鶴子…子ども部子ども相談
課（主任福祉主事）◎田中里美…子ども部子ども相談課（福祉主事）◎中谷彩香…子ども部子ども相談課（福祉主事）◎山口早紀…環境経済部商業観光課（主事）◎鈴木捷平…建設部道路課（主事）◎佐々木博之…建設部
交通課（主事）◎宮﨑耕太…建設部下水道課（技師）◎小関泰斗…建設部治水課（技師）◎阪西秀和…都市部建築住宅課（技師）◎貝沼俊…都市部公園緑地課（主事）◎石田亮…都市部宅地課（技師）◎福田達也…教育委
員会文化・スポーツ課（主事）◎増田ひろの…教育委員会学校教育課（栄養士）◎瀬戸井祐介…消防東消防署（消防士）◎竹本直人…消防西消防署（消防士）◎八重樫隼斗…消防西消防署つくし野分署（消防士）◎瀧田祐
馬…消防東消防署湖北分署（消防士）

　総務課・内線282
表の凡例

（　）内の数字は総職員数です。職員名は、原則として課長職以上を掲載しています。
（兼）兼務：本務の他に職務を兼ねるという表示です。
（併）併任：兼務と同様ですが、任命権者が異なる場合に表示しています。
課内室：特定の行政課題への対応をするため、親課の内部組織として設置しています。

（  ）内に表記しています。　　例　総務課課内室　（契約検査室）

市の組織、主な仕事をお知らせします

〈ご利用ください〉▶防災行政無線放送テレホンサービス（放送内容の確認）☎0120−031676　放送後約1時間経過後か、次の放送がされた場合は、情報が入れ替
わります。 ▶災害専用電話（台風や大雨で災害が発生したとき）☎7185−1743　                        
　　　　　　　　　

市　長　星野順一郎

副市長　青木　章

部名 課名 職員名 主な仕事

総務部（50） 総務課 （兼）課長 川村　豊
職員の人事・給与・研修、行政改革部長 日暮　等 （12） 副参事 平賀健之

次長 川村　豊 主幹 飯田　治
参事 磯辺久男 主幹 倉田修一

（契約検査室） （兼）室長 平賀健之 工事検査、入札・契約　

文書情報管理課 課長　　 千濱孝司
統計、例規・議案の調製・訟務、
情報公開

（11） 主幹 増田謙二
主幹 隈　正章

（政策法務室） （兼）室長 増田謙二
（情報管理室） 室長 山元真二郎 情報システムの管理運営、セキュリティー

秘書広報課 （兼）課長 磯辺久男 市長・副市長の秘書、
市政への手紙、陳情、法律相談（11） 副参事 丸山忠勝

主幹 斉藤誠治
（広報室） （兼）室長 斉藤誠治 広報、ホームページ

（男女共同参画室）（兼）室長 斉藤誠治 男女共同参画プランの推進
（あびこの魅力発信室）（兼）室長 斉藤誠治 市の魅力情報発信

施設管理課 課長 古谷　靖 公有財産の管理、
市有建築物の営繕（9） 主幹 長谷川哲也

総務部付派遣職員等 後期高齢者医療広域連合、岩手県陸
前高田市、福島県楢葉町等へ派遣（6）

企画財政部（61） 企画課 （兼）課長 大畑照幸 総合計画、広域行政、行政評価、
庁議部長 芹澤一夫 （9） 主幹 木下登志子

次長 大畑照幸 （成田線沿線活性化推進室）（兼）室長　 大畑照幸 成田線の利便性向上、鉄道の輸送力強化、沿線活性化
参事 立澤幸雄

財政課 課長 渡辺健成 予算の編成・執行調整、
地方交付税、市債（7） 主幹 小林　修

課税課 課長 金子　晃 市・県民税の賦課・税証明、
土地・家屋の調査・評価（29） 主幹 石川　賢

収税課 （兼）課長 立澤幸雄 市・県民税の収納・滞納調整、
納税の指導・啓発（15） 主幹 渡辺毅四郎

（債権回収室） （兼）室長 渡辺毅四郎

市民生活部（40） 市民課 課長 鷲見政夫 戸籍、住民票、印鑑証明、
住居表示部長 枝村　潤 （24）

次長 四家秀隆
市民活動支援課 （兼）課長 四家秀隆 市民活動、NPO、自治会、

近隣センターの整備、地縁団体（8）

市民安全課 課長 柏木幸昌 地域防災計画、防災訓練、防犯、
交通安全（7）

健康福祉部（135） 社会福祉課 課長 渡辺唯男 福祉全般の相談、DV 相談、生活保護、
民生委員、健康福祉総合計画、
人権擁護、自殺対策

部長 長塚九ニ夫 （21）
次長 宇田川勝 主幹 岡本伸一
参事 小林信治
参事 松谷浩光 健康づくり支援課 （兼）課長 松谷浩光 母子・成人保健、休日診療所、

狂犬病予防（26）

障害福祉支援課 課長 大瀧小夜子
障害者の総合相談、
障害福祉計画の策定、
サービス利用計画作成

（43） 主幹 大野達也
（障害者就労
支援センター）

施設長（兼）障害者就労支援
センター長（兼）あらき園長 大野達也
障害者福祉センター所長 金子隆之

高齢者支援課 （兼）課長 小林信治 高齢者福祉、高齢者保健福祉計画（22） 主幹 森　和枝
（高齢者なんでも相談室）（兼）室長 森　和枝 高齢者の総合相談、予防事業の推進

（介護保険室） 室長 丸山正晃 介護保険

国保年金課 （兼）課長 宇田川勝 国民健康保険、国民年金、
後期高齢者医療（22） 副参事 川村信夫

子ども部（125） 子ども支援課 課長 長谷川敬一 放課後児童対策、児童手当、子ども
医療、ひとり親支援、子育ち支援、
少子化対策、子ども総合計画

部長 田口盛邦 （16）
次長 山﨑久江 主幹 廣瀬英男

保育課 （兼）課長 山﨑久江

保育園、幼稚園、子育て支援拠点

（85） 主幹 関根　豊
寿保育園長 小川富実子
湖北台保育園長 松原菊子
東あびこ保育園長 谷田貝澄子
根戸保育園長 東江涼子
つくし野保育園長 石川みつ子

子ども相談課 課長（兼）室長 増田正夫 子どもと家庭の相談、
子ども虐待の防止対策（23）

（子ども虐待防止対策室） こども発達センター所長 廣瀬徳明

環境経済部（58） 手賀沼課 課長 鷹屋　肇 水質保全、公害対策、
谷津ミュージアム、地球温暖化対策部長 海老原美宣 （14）

参与 鈴木正己
次長 宮田幸雄 クリーンセンター 課長 増田浩四郎 廃棄物・し尿の処理、資源の回収、

リサイクルの推進参事 徳本博文 （17） 主幹 鈴木良一
参事 杉山敦彦

商業観光課 課長 染谷明宏 商業観光の振興、特産品の紹介、
消費指導（7）

企業立地推進課 （兼）課長 杉山敦彦 工業振興、中小企業への融資、
雇用対策、起業・創業支援（4）

農政課 （兼）課長 徳本博文 農業の振興、農業施設の災害対策、
市民農園、地産地消（11）

放射能対策室 （兼）室長 宮田幸雄 放射能対策（3）

建設部（59） 道路課 （兼）課長 大谷　正 道路の整備、街路灯・街路樹の
維持管理、道路境界査定部長 今井正直 （21） 主幹 大里芳久

次長 大谷　正
参事 嵯峨弘喜 交通課 課長 田村広文 駐輪場、市民バス、交通網整備（12） 主幹 佐藤典幸

下水道課 課長 寺田素春 公共下水道の計画・維持管理、
水洗化の普及（11）

治水課 （兼）課長 嵯峨弘喜 治水対策、排水路の整備、
雨水流出抑制の指導（14） 副参事 星野幸夫

都市部（55） 都市計画課 （兼）課長 吉成正明 都市計画、土地利用計画部長 大塚基勝 （7） 副参事 川俣　清
次長 大塚隆雄 　（景観推進室）（兼）室長 吉成正明 景観形成
参事 渡辺昌則
参事 吉成正明 建築住宅課 課長 菊地清恭 住宅政策、建築確認申請、市営住宅、

違反建築物の措置（15） 主幹 中村耕造
主幹 伊藤英昭

公園緑地課 課長 成嶋文夫 公園の整備・維持管理、緑地・樹
木の保全、墓地（13）

地域整備課 課長 大山幸雄 土地区画整理、まちづくり事業の
計画策定・施行（9） 主幹 宮本　一

宅地課 （兼）課長 大塚隆雄 開発行為の事前協議、開発許可（7）

布佐東部地区復興対策室 （兼）室長 渡辺昌則 東日本大震災による布佐東部地区
の災害復旧・復興計画（3） 主幹 白坂正基

会計（6） 会計課 （兼）課長 山本大助 金銭の出納会計管理者・ 山本大助 （6）
参事

水道局（23） 経営課 課長 岸本康憲 事業計画、経営管理、経理、
水道料金の徴収局長 峯岸幹男 （10）

工務課 課長 後藤秀和 浄水施設の管理運営、給水、
漏水事故の処理（13）

消防（148） 総務課 （兼）課長 須藤幸之助 事業計画、消防の基本施策の企画消防長 豊嶋　昇 （11） 副参事 河村良治
次長 立澤和弥
次長 須藤幸之助 予防課 課長 今井正幸 火災の予防、消防用設備等の

設置指導、雑草の除去指導（6）

警防課 課長 小瀬澤敏夫 消防団、水防、救急講習（7）

西消防署 （兼）署長 立澤和弥 消火、災害救助、救急活動（73） つくし野分署 海老原誠

東消防署 署長 森田　修 消火、災害救助、救急活動（50） 湖北分署長 深山和義

議会事務局（6） 主幹 鈴木　肇 議会の運営、議事録の調製、
請願・陳情の受付事務局長 藤代　勉

次長 増田信也

監査委員事務局（4） 事務局次長 岩瀬雅史 出納・事務事業の監査事務局長 中迫哲朗

選挙管理委員会事務局（2） （併）事務局次長 隈　正章 選挙人名簿の調製・縦覧、
投票区の設定、選挙の執行事務局長（併）日暮　等

農業委員会事務局（3） 事務局次長 木村孝夫 農地の権利移転調整・転用事務局長（併）海老原美宣

教育委員会
教育長 倉部俊治

教育総務部（52） 総務課 （兼）課長 小島茂明 教育委員会の庶務、
学校施設の整備・維持管理部長 湯下廣一 （6）

次長 小島茂明
学校教育課 課長 丸　智彦 通学区域の設定、就学・転学、

学校保健、学校給食（29）

指導課 課長 榊原憲樹 教育方針、教職員の研修・指導（9）
（少年センター） センター長 大島慎一 街頭指導、少年相談
（小中一貫教育推進室）（兼）室長 榊原憲樹 小中一貫教育

教育研究所 所長 野口惠一 教育相談、特別支援教育（7） 副参事 鍵山智子

生涯学習部（42） 生涯学習課 （兼）課長 増田建男 生涯学習施策の企画・総合調整、
学習情報の収集、紹介部長 高橋　操 （11） 主幹 今井政良

次長 増田建男 （兼）公民館長 今井政良 学習相談、学級、講座、展示会

文化・スポーツ課 課長（兼）白樺文学館長
（兼）杉村楚人冠記念館長 西沢隆治 芸術文化の振興、文化財の保護、

スポーツの振興（10）

鳥の博物館 館長 斉藤安行 博物館の整理、資料の収集・保管、
調査研究（6）

図書館 館長 日暮延浩 図書の貸し出し、図書館の企画運営（14）
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