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令和３年４月１日付け人事異動の概要について 

 
 令和３年４月１日付け人事異動の概要について、その内容は別添資料のとおりです。 
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令和３年４月１日付け津市職員人事異動の概要 

 

◎ 人事異動の規模９７１人（うち、昇任及び昇任配置換 ２１９人） 

 ※ 参考：前年度１，０９７人、過去５年間平均１，０６９人（いずれも４月１日

付け） 

   

◎  令和３年４月１日付け職員数（予定） ２，５４６人 

令和２年度   令和３年度 

職員数 
年度内 

採用者数 
退職者 

 4月1日付 

採用者数 

人事交流に

よる増減 
職員数 

2,546 2 ▲ 85   82 1 2,546 

 

◎ 最優先の新型コロナウイルス感染症対策のための人員配置 

  令和３年度は、ウィズコロナの難局を打破し、ポストコロナを見据えながら、

市民の命と暮らしを守り、将来への持続可能なまちづくりを進めていくこと

を市政運営の基本としており、既に令和３年２月８日付けで新型コロナウイ

ルスワクチン接種推進室を健康づくり課内に設置し、１課１室、総勢２５名体

制で国から届いたワクチンを市民の皆様に混乱なく、迅速かつ着実に接種し

ていただけるよう準備を進めています。 

  令和３年４月からは、前消防長を特命参与として新たに配置し、コロナウイ

ルスワクチン接種を含めた感染防止・衛生対策及びコロナ禍における救急医

療体制の充実に努めていきます。 

  また、津センターパレスを活用した飲食事業者への事業展開支援や津市真

ん中広場での津がんばるマルシェによる事業支援に加え、津センターパレス

のホテル部分を、新たにチャレンジショップやパイロット事業を展開する場

として提供し、事業者を支援するための事業推進体制として同部内にがんば

る事業者応援プロジェクト担当参事１名及びがんばる事業者応援プロジェク

ト担当副参事２名を配置します（同部内職員の中から兼務発令による）。 

 

◇健康福祉部特命参与（新型コロナウイルスに関する事項等） 

◇商工観光部次長（兼）事業者応援プロジェクト推進担当参事 

◇商業振興労政課長（兼）事業者応援プロジェクト推進担当副参事 

◇観光振興課長（兼）事業者応援プロジェクト推進担当副参事 
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◎ 積極的な女性管理職の登用 

  女性職員の活躍を推進するために本市でも定めている「津市特定事業主行

動計画」において、課長級以上職員に占める女性職員の割合の目標を設定し、

その目標を達成するため、本年度も多くの女性職員を管理職に配置します。 

  まずは、本市の子ども政策全般を取り仕切るこども政策担当理事に女性職

員を配置します。 

  また、マイナンバー制度を推進していくために、市民課に新たに設置したマ

イナンバー担当副参事に女性職員を配置します。 

  さらに、４年ぶりに東京事務所長に女性職員を配置します。 

  このように積極的な幹部職員の配置を行ったことで、課長級以上の職にお

ける女性職員の占める割合は１１．８％に上昇し、人数も５人増加しました。 

  今後も積極的に女性管理職員の登用を行っていきます。 

 

（新たに管理職（課長級以上）に登用した職） 

◇健康福祉部こども政策担当理事 

◇東京事務所長 

◇市民課マイナンバー担当副参事 

◇子育て推進課保育所運営担当副参事(兼)上野保育園長 

◇久居総合支所生活課長 

◇美里総合支所市民福祉課長(兼)美里社会福祉センター所長･美里高齢者生活福 

祉センター館長 

◇香良洲総合支所市民福祉課長 

◇地域連携センター長･附属図書館長･教授 

計８名 

 

◎ コロナ禍においても積極的に行った新規採用（８２人の新規採用、うち職務

経験者２人） 

  新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの企業の採用業務に影響が

出ており、大手企業においては採用人数を縮小するなど、売り手市場であった

昨年度から大きく変化した中で、本市においてもソーシャルディスタンスを

確保した試験会場の設定や、東京会場および大阪会場での試験の実施、フェイ

スシールドやアクリル板を活用した面接など、工夫を凝らしながら積極的に

採用を行いました。 

  これにより、令和３年４月１日付け職員数は、２，５４６人となり、前年と

同等の職員数を確保し、新型コロナウイルス感染症対策をはじめとした、様々



3 

 

な本市の重要な施策や課題に対応してまいります。 

  また、今年度採用する８２人のうち、職務経験者採用として２人の事務職を

採用し、専門的な行政需要等への対応、更なる行政サービスの拡大、組織力の

強化及び組織風土の活性化等を図ります。 

 

※ 参考 過去５年間の新規採用者数と退職者数の推移（年度内採用者数を

除く。） 

 

 

  採用職種及び人数 

  

職務経験者採用者の配属 

配置先 職種 職務経験・能力 

高齢福祉課 

事務職 

理学療法士、高齢者福祉施設や総合病院で

の勤務経験 

地域包括ケア推進室 
福祉分野での行政経験、保健師業務、介護

支援専門員 
 

◆ 採用時の職位  担当主幹１名、担当副主幹１人 

職種 人数 職種 人数 職種 人数 

事務職 ３３人   技術職（化学） １人 技能員（清掃員等） １０人 

技術職（土木） ４人 保健師 ３人 技能員（調理員） ６人 

技術職（機械） ２人 保育士 １４人 幼稚園教諭 ３人 

技術職（建築） ３人 消防職 ３人 計８２人 
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  ◆ 年齢  ５４歳及び４５歳 

  ◆ 男女別  男性１人、女性１人 

  ◆ 採用前の在住地  市内１人、市外１人（松阪市） 

 

◎ 職務経験者採用職員を課長級職員へ登用 

  平成２７年度から実施している職務経験者採用で入庁した職員の中から、

課長級の職である林業振興室長へ新たに登用し、ビジネスサポートセンター

次長(兼)経営支援課長へ配置した職員とあわせて、２名の職務経験者採用職

員を課長級へ登用しました。引き続き職務経験者を採用し、積極的に幹部職

員へ登用することで、民間で培った技術や視点の活用を行い、職員の意識の

向上を図っていきます。 

 

◎ 内部統制の構築に向けた準備体制の整備 

  早急に解決すべき課題である「特定の自治会に対する諸問題」への対応とし

て、人事課に正規職員２名を配置し、公益通報制度及び不当要求等防止制度の

見直しや、不当要求等に対して職員が毅然と対処できるように口頭や面談で

の要求を記録・報告する仕組の構築及び職員倫理規程の策定の準備を進めま

す。 

  さらに、職員の意識改革に向けた研修の実施や警察との連携など、外部から

の圧力に対して立ち向かう体制づくりとして、三重県警で組織犯罪対策課暴

力団対策室長を歴任した元警察官１名を会計年度任用職員として任用します。 

  これら３名が内部統制準備チームとして、内部統制の構築に向けた準備体

制を整備します。 

 

◎ 「ＣＬＭと個別の指導計画」に必要な資格の取得に伴う研修派遣 

  「ＣＬＭ（チェック・リスト・イン・ミエ）と個別の指導計画」は、心身の発

達等に課題や不安がある子どもたちに対する発達支援ツールであり、その推進の

ためには、担当部署に「三重発達障がい支援システムアドバイザー」の資格を有

する者の配置が求められています。 

  発達に関し支援が必要な子どもが増加傾向にある中で、本市として適切な支援

を行うためには複数の資格者が必要であることから、当該資格を習得するために

保健師１名を１年間、子ども心身発達支援センターに派遣します。 

 

◎ 業務執行体制の見直し等に伴う人員の再配置によるメリハリある職員配置 

  各部門の業務量や事業の進捗状況を的確に把握し、業務執行体制の見直し

やプロジェクトの進展に伴う人員の再配置を行うことで、今後の新たな事業の推
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進体制の整備や業務量の増に必要な人的資源を確実に投入するメリハリある職

員配置を行います。 

 



内　　　　示

（一般行政職員等）

津　　　　　市



人 人 人 人 人 人 人

部 次 長 級 6 4 17 1 0 9 37

課 長 級 13 9 37 2 0 7 68

担 当 主 幹 級 22 13 62 8 1 6 112

担当副主幹等 25 11 62 3 1 9 111

主 査 等 6 1 78 7 0 9 101

主 任 0 0 30 2 0 8 40

一 般 職 員 59 2 81 16 75 12 245

計 131 42 374 41 77 62 727

2 13

             勤 務 延 長（令和３年３月３１日付け）

その他 採　用 退　職 計

部 長 級 0 2 7 2 0

             人 事 異 動（令和３年４月１日付け）
             新 規 採 用（令和３年４月１日付け） 職員数集計表

             退　   　職（令和３年３月３１日付け）

一般行政職員等（消防職・短期大学教員・教職関係を除く。）

区　　　　　分 昇　任
昇　任
配置換

配置換



新　　任 氏　　名 旧　　任

部長級

配置換等

総務部長 奥田　寛次 市民部地域連携担当理事

市民部地域連携担当理事 藤井　政弘 会計管理者

健康福祉部こども政策担当理事 南条　弥生 監査事務局監査担当理事(兼)監査事務局長

商工観光部長 藤牧　和弘
ビジネスサポートセンター長(兼)商工観光部経営支
援･企業誘致担当理事

ビジネスサポートセンター長(兼)商工観光部経営支
援･企業誘致担当理事

松田　千秋 商工観光部長

上下水道事業局長 松下　浩己 上下水道事業局長(兼)水道技術管理者

会計管理者 荒木　忠徳 総務部長

監査事務局監査担当理事(兼)監査事務局長 福森　稔 健康福祉部こども政策担当理事

昇任

政策財務部検査担当理事 北村　慎 上下水道事業局次長

環境部環境施設担当理事 辻岡　賢二 環境部次長

部次長級

配置換等

政策財務部税務担当参事(兼)特別滞納整理推進担当
参事･収税課長

真柄　利光 教育委員会事務局給食担当参事

スポーツ文化振興部次長 小柴　勝司 安濃総合支所長

環境部次長 勢力　実
健康福祉部地域医療推進担当参事(兼)地域医療推進室長･こども応急クリニック･休日デ
ンタルクリニック所長･久居休日応急診療所長･応急クリニック所長

健康福祉部こども政策担当参事 別府　敏 スポーツ文化振興部次長(兼)スポーツ振興課長

健康福祉部地域医療推進担当参事(兼)地域医療推進室長･こども応急クリニック･休日デ
ンタルクリニック所長･久居休日応急診療所長･応急クリニック所長 濵田　耕二 政策財務部政策担当参事(兼)政策課長

商工観光部次長(兼)事業者応援プロジェクト推進担
当参事

岡　則幸 商工観光部次長

都市計画部開発指導担当参事 竹村　広己 建設部津北工事事務所長

都市計画部建築指導担当参事(兼)建築指導課長･総務部公
共工事総合評価担当参事

田中　泰行
都市計画部津駅前北部土地区画整理担当参事(兼)津駅前
北部土地区画整理事務所長･総務部設計審査担当参事

人事異動（令和３年４月１日付け）

新規採用（令和３年４月１日付け）

勤務延長（令和３年３月３１日付け）

一般行政職員等(消防職･短期大学教員･教職関係を除く。)

退　　職（令和３年３月３１日付け）

     内　　示
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新　　任 氏　　名 旧　　任

建設部次長 後藤　誠 建設部事業調整担当参事(兼)事業調整室長

建設部用地･地籍調査推進担当参事(兼)用地･地籍調
査推進課長

北岡　丈和
建設部建設整備担当参事(兼)建設整備課長･総務部
公共工事総合評価担当参事

建設部建設整備担当参事(兼)建設整備課長･総務部
公共工事総合評価担当参事

長谷　和哉
都市計画部開発指導担当参事(兼)総務部設計審査担
当参事

建設部津北工事事務所長 倉田　智司
政策財務部検査担当参事(兼)検査課長･総務部設計
審査担当参事･公共工事総合評価担当参事

美杉総合支所長(兼)都市計画部名松線推進担当参事 野村　尚生 農林水産部林業振興担当参事(兼)林業振興室長

上下水道事業局次長 格嶋　淳夫 建設部次長(兼)総務部設計審査担当参事

上下水道事業局下水道施設担当参事(兼)下水道施設課長･
中央浄化センター所長･浄化センター管理担当主幹

石黒　司一
上下水道事業局水道施設担当参事(兼)水道施設課長
(併)総務部設計審査担当参事

教育委員会事務局教育事務調整担当参事(兼)教育事
務所調整担当参事･教育総務課長

家城　覚
政策財務部税務担当参事(兼)特別滞納整理推進担当
参事･収税課長

教育委員会事務局給食担当参事 小菅　武 健康福祉部担当参事･津市社会福祉協議会派遣

教育委員会事務局青少年･公民館事業担当参事 丸山　美由紀
教育委員会事務局教育事務調整担当参事(兼)教育事
務所調整担当参事･教育総務課長

昇任

政策財務部渉外担当参事(兼)秘書課長 長井　誠 秘書課長

総務部人事担当参事(兼)人事課長 松田　孝行 障がい福祉課長

総務部調達契約担当参事(兼)公共工事総合評価担当
参事･調達契約課長

織田　充彦 調達契約課長(兼)公共工事総合評価担当副参事

環境部環境政策担当参事(兼)環境政策課長 吉住　充弘 環境政策課長(兼)環境学習センター長

健康福祉部介護保険担当参事(兼)介護保険課長 木﨑　彰 市営住宅課長

ボートレース事業部次長(兼)経営改善担当参事･経
営管理課長

永田　和幸 ビジネスサポートセンター次長(兼)経営支援課長

河芸総合支所長 中村　哲也
河芸総合支所副総合支所長(兼)地域振興課長(併)選
挙管理委員会事務局

安濃総合支所長 宮田　真伸
安濃総合支所副総合支所長(兼)地域振興課長･安濃交流会館長･安濃コミュ
ニティセンター館長(併)選挙管理委員会事務局

白山総合支所長 野田　剛史
美里総合支所副総合支所長(兼)地域振興課長(併)選
挙管理委員会事務局

上下水道管理局経営企画担当参事(兼)経営企画課長 上嶋　幹久 経営企画課長

課長級

配置換等

政策課長 梅本　和嗣 文化振興課長

資産税課税務調整担当副参事 三松　正幸
安濃教育事務所長(兼)河芸教育事務所長･芸濃教育
事務所長･美里教育事務所長

特別滞納整理推進室長 辻岡　和也 総務企画課長

財産管理課長 鎌井　幸則 財産管理課担当副参事･土地開発公社派遣
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新　　任 氏　　名 旧　　任

財産管理課担当副参事･土地開発公社派遣 稲森　文彦 上下水道管理課長

総務課担当副参事 横井　武 総務課統計担当副参事

市民課長 倉田　幸果
教育総務課経理･指導担当副参事(兼)香良洲教育事
務所長

市民交流課長 落合　勝利 援護課長

アストプラザ館長(兼)アストプラザオフィス所長
(併)橋北公民館長

西川　誠
一志総合支所市民福祉課長(兼)一志児童館長･川合
児童館長

文化振興課長 福本　充孝
美里総合支所市民福祉課長(兼)美里社会福祉セン
ター所長･美里高齢者生活福祉センター館長

子育て推進課保育所運営担当副参事(兼)上野保育園
長

森田　由貴
子育て推進課こども園担当副参事(兼)香良洲浜っ子
幼児園長

子育て推進課こども園担当副参事(兼)香良洲浜っ子
幼児園長

矢島　聖子
子育て推進課保育所担当副参事(兼)特定教育･保育
施設等担当副参事

子育て推進課こども園担当副参事(兼)一志こども園
長

石丸　育世
子育て推進課こども園担当副参事(兼)津みどりの森
こども園長

高齢福祉課長 髙木　伸幸 市民交流課長

障がい福祉課長 樋口　哲也 援護課生活困窮者自立相談支援担当副参事

援護課生活困窮者自立相談支援担当副参事 冨田　正明 久居総合支所市民課長

商業振興労政課長(兼)事業者応援プロジェクト推進
担当副参事

廣田　耕次 商業振興労政課長(兼)プレミアム付商品券推進室長

ビジネスサポートセンター次長(兼)経営支援課長 杉下　照幸
行政経営課長(兼)新型コロナウイルス感染症特別定
額給付金等推進室長

観光振興課長(兼)事業者応援プロジェクト推進担当
副参事

川原田　吉光 観光振興課長

事業調整室長 塩谷　公男 用地･地籍調査推進課長

市営住宅課長 澤口　太 事業推進課長

津南工事事務所管理担当副参事 三宅　正則 建設整備課特定事業推進担当副参事

事業推進課長 片岡　伸介 特別滞納整理推進室長

久居総合支所市民課長 渡邉　進 久居総合支所生活課長

久居総合支所福祉課長 渥美　雄二 高齢福祉課長

河芸総合支所副総合支所長(兼)地域振興課長(併)選
挙管理委員会事務局

長谷川　厚志
アストプラザ館長(兼)アストプラザオフィス所長
(併)橋北公民館長

美里総合支所副総合支所長(兼)地域振興課長(併)選
挙管理委員会事務局

江﨑　浩昭 美里総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事

美里総合支所地域振興課危機管理担当副参事 中条　貴之 資産税課税務調整担当副参事

美里総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事 中原　賢二 介護保険課長

安濃総合支所副総合支所長(兼)地域振興課長･安濃交流会館長･安濃コミュ
ニティセンター館長(併)選挙管理委員会事務局 中井　征喜 東京事務所長

安濃総合支所地域振興課危機管理担当副参事 若林　勤也 安濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事

一志総合支所市民福祉課長(兼)一志児童館長･川合
児童館長

小津　充弘 香良洲総合支所市民福祉課長

安芸事業所長(兼)管理担当主幹 中村　和広 津南工事事務所管理担当副参事
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一志事業所長 森　康浩 安濃総合支所地域振興課危機管理担当副参事

上下水道管理課長 濵地　秀幸 建設政策課長

議会総務課長 中西　友幸 財産管理課長

議事課長 川出　浩也 議会総務課長

教育総務課経理･指導担当副参事(兼)香良洲教育事
務所長

山下　三佳 津図書館長(兼)津図書館図書事務長

津図書館長(兼)津図書館図書事務長 米山　浩之
生涯学習課長(兼)生涯学習課津城跡整備活用推進担
当副参事

昇任

東京事務所長 杉山　美紀
東京事務所調整･シティプロモーション･渉外担当主
幹

検査課長(兼)調達契約課公共工事総合評価担当副参
事

谷口　浩規
検査課技術管理担当主幹(兼)調達契約課設計審査担
当主幹

行政経営課長 脇田　光之 行政経営課調整･行政経営担当主幹

市民課マイナンバー担当副参事 林　桂子 市民課調整･企画管理･斎場担当主幹(兼)企画員

スポーツ振興課長 伊藤　英明
スポーツ振興課調整･企画管理･事業担当主幹(兼)企
画員

総務企画課長 今井　博之 総務企画課調整･総務企画担当主幹

環境政策課資源循環推進担当副参事(兼)環境学習セ
ンター長

吉田　和司 環境政策課資源循環推進担当主幹

子育て推進課保育所担当副参事(兼)特定教育･保育
施設等担当副参事

横地　美香 子育て推進課保育担当主幹(兼)千里ヶ丘保育園長

子育て推進課こども園担当副参事(兼)津みどりの森
こども園長

杉谷　明美 子育て推進課保育担当主幹(兼)観音寺保育園長

援護課長 伊藤　和幸 援護課保護担当主幹

林業振興室長 藤田　昌也 林業振興室林業振興担当主幹

津駅前北部土地区画整理事務所長 青木　芳光 資産税課調整･家屋担当主幹

建設政策課長 荒木　康 経営企画課下水道財政担当主幹

用地･地籍調査推進課用地担当副参事(兼)調整･用地
担当主幹

長井　弘紀 用地･地籍調査推進課調整･用地担当主幹

久居総合支所生活課長 野村　日鶴 久居総合支所地域振興課環境担当主幹

河芸総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事 松下　貴史
河芸総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)地
域企画員･地域振興担当主幹

美里総合支所市民福祉課長(兼)美里社会福祉セン
ター所長･美里高齢者生活福祉センター館長

溝口　咲子
美杉総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)地
域企画員･地域振興担当主幹

安濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事 紀平　浩司
安濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当主幹
(併)農業委員会事務局

香良洲総合支所市民福祉課長 北浦　雅代 一志教育事務所調整･教育総務担当主幹

水道施設課長(兼)水道技術管理者 池山　裕介 水道施設課施設担当主幹

生涯学習課長(兼)生涯学習課津城跡整備活用推進担
当副参事

松尾　篤 生涯学習課文化財担当主幹
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安濃教育事務所長(兼)河芸教育事務所長･芸濃教育
事務所長･美里教育事務所長

木下　信人 財産管理課担当主幹･津商工会議所派遣

担当主幹

配置換等

収税課徴収担当主幹 塚田　仁 地域調整室地域調整担当主幹

危機管理課調整･危機管理担当主幹(兼)企画員 諸戸　由美子 久居総合支所地域振興課危機管理担当主幹

行政経営課調整･行政経営担当主幹 後藤　伸幸 市民課住民窓口担当主幹

行政経営課AI･RPA推進担当主幹 中條　研一
三重短期大学附属図書館図書担当主幹(兼)学生部教
務学生担当主幹

人事課人事政策担当主幹 山村　武寛 建設政策課調整･企画管理担当主幹(兼)企画員

市民交流課調整･管理担当主幹 山川　晶子 高齢福祉課調整･高齢福祉担当主幹

地域連携課対話連携担当主幹(兼)新型コロナウイルスワ
クチン接種推進室ワクチン接種推進担当主幹

林　邦知
選挙管理委員会事務局調整･選挙担当主幹(併)新型コロナ
ウイルスワクチン接種推進室ワクチン接種推進担当主幹

地域調整室地域調整担当主幹 樽井　裕信 介護保険課介護保険担当主幹

アストプラザ調整･アストプラザ管理担当主幹(併)
橋北公民館

藪　宏明 収税課徴収担当主幹

スポーツ振興課調整･企画管理･事業担当主幹(兼)企
画員

鎌田　康志 議事課調整･議事調査担当主幹

総務企画課調整･総務企画担当主幹 上田　雅輝 総務企画課総務企画担当主幹

子育て推進課保育担当主幹(兼)栗真保育園長 伊藤　晴美
子育て推進課こども園担当主幹(兼)芸濃こども園副
園長

子育て推進課保育担当主幹(兼)中央保育園長 井田　真紀 子育て推進課保育担当主幹(兼)安濃保育園長

子育て推進課保育担当主幹(兼)橋南保育園長 光本　佳代 子育て推進課保育担当主幹(兼)上野保育園長

子育て推進課保育担当主幹(兼)高茶屋保育園長 金森　恵理子 子育て推進課保育担当主幹(兼)橋南保育園長

子育て推進課保育担当主幹(兼)北口保育園長 西村　敬子 子育て推進課保育担当主幹(兼)野村保育園長

子育て推進課保育担当主幹(兼)野村保育園長 平生　智恵子 子育て推進課保育担当主幹(兼)こべき保育園長

子育て推進課保育担当主幹(兼)こべき保育園長 鈴木　美保子
子育て推進課こども園担当主幹(兼)白山こども園副
園長

子育て推進課保育担当主幹(兼)川合保育園長 山口　陽子 子育て推進課保育担当主幹(兼)中央保育園長

子育て推進課こども園担当主幹(兼)芸濃こども園副
園長

倉田　陽子 子育て推進課保育担当主幹(兼)川合保育園長

こども支援課こども支援担当主幹 中山　千春 男女共同参画室男女共同参画担当主幹

高齢福祉課調整･高齢福祉担当主幹 長谷川　義記
地域包括ケア推進室地域包括ケア推進担当主幹(兼)
地域包括支援センター

新型コロナウイルスワクチン接種推進室ワクチン接
種推進担当主幹

川村　能大
総務課統計担当主幹(兼)新型コロナウイルスワクチ
ン接種推進室ワクチン接種推進担当主幹

企業誘致課調整･企業誘致担当主幹(兼)ビジネスサポート
センター･経営支援課経営支援担当主幹(併)土地開発公社

内藤　清寿
企業誘致課調整･企業誘致担当主幹(兼)ビジネスサ
ポートセンター(併)土地開発公社

農林水産政策課獣害対策担当主幹(兼)農業振興担当
主幹

葛井　克昌 農林水産政策課獣害対策担当主幹
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建設政策課調整･企画管理担当主幹(兼)企画員 伊藤　伸 教育総務課調整･企画管理担当主幹(兼)企画員

建設政策課調査担当主幹 樋口　雅大 津北工事事務所調整･管理担当主幹

事業調整室事業調整担当主幹 河戸　健二 津北工事事務所維持担当主幹

建設整備課調整･公園整備担当主幹 橋爪　典子 津北工事事務所維持担当主幹

市営住宅課入居担当主幹 黒川　浩伸 競技運営課競技運営担当主幹

津北工事事務所調整･管理担当主幹 澤岸　慎也 事業調整室事業調整担当主幹

津北工事事務所維持担当主幹 末廣　直行 建設政策課調査担当主幹

津北工事事務所維持担当主幹 種田　真也 水道工務課工事担当主幹

経営管理課調整･経営管理担当主幹(兼)企画員 畑　充彦 事業推進課調整･企画広報担当主幹

事業推進課調整･企画広報担当主幹 谷口　辰也 危機管理課調整･危機管理担当主幹(兼)企画員

久居総合支所地域振興課危機管理担当主幹 南部　幸子 営業課調整･料金担当主幹

久居総合支所市民課市民担当主幹 木田　実 市民交流課調整･管理担当主幹

久居総合支所福祉課こども家庭担当主幹 田口　芳裕 子育て推進課調整･子育て推進担当主幹

久居総合支所生活課人権啓発担当主幹 駒田　元彦
久居総合支所生活課人権啓発担当主幹(兼)久居北口
市民館長

河芸総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)地
域企画員･地域振興担当主幹

山脇　由佳 こども支援課こども支援担当主幹

芸濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当主幹
(併)農業委員会事務局

倉田　真二
美里総合支所市民福祉課福祉担当主幹(兼)地域振興
課産業振興･環境担当主幹

芸濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当主幹
(併)農業委員会事務局

長谷川　浩
アストプラザ調整･アストプラザ管理担当主幹(併)
橋北公民館

美里総合支所地域振興課産業振興･環境担当主幹
(併)農業委員会事務局

谷川　潤 久居総合支所地域振興課産業振興担当主幹

美里総合支所市民福祉課福祉担当主幹 森　和佳子 河芸総合支所市民福祉課福祉担当主幹

安濃総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)地域企画
員･地域振興担当主幹(併)選挙管理委員会事務局

関岡　宏幸
農林水産政策課農業振興担当主幹(兼)獣害対策担当
主幹

安濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当主幹
(併)農業委員会事務局

紀平　久樹
美里総合支所地域振興課産業振興･環境担当主幹
(併)農業委員会事務局

香良洲総合支所地域振興課総務担当主幹 藤川　圭司
芸濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当主幹
(併)農業委員会事務局

香良洲総合支所地域振興課産業振興･環境担当主幹
(併)農業委員会事務局

豊田　法生
安濃総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)地域企画
員･地域振興担当主幹(併)選挙管理委員会事務局

一志総合支所地域振興課人権啓発担当主幹 橋爪　秀典
大学総務課調整･総務担当主幹(兼)企画員･地域連携
センター担当主幹

一志総合支所市民福祉課福祉担当主幹 田中　哲也 市民税課市民税担当主幹

白山総合支所地域振興課産業振興･環境担当主幹
(併)農業委員会事務局

瀬田　義久 環境政策課環境共生担当主幹

美杉総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)地
域企画員･地域振興担当主幹

佐野　千奈 美杉総合支所市民福祉課福祉担当主幹

美杉総合支所地域振興課地域振興担当主幹(兼)総務
担当主幹

松本　巧也 林業振興室林業振興担当主幹

水道工務課工事担当主幹 小田　浩司 下水道工務課工事担当主幹
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新　　任 氏　　名 旧　　任

下水道工務課工事担当主幹 森川　和哉 建設整備課調整･公園整備担当主幹

下水道工務課維持管理担当主幹 稲垣　嘉輝
下水道工務課維持管理担当主幹(兼)下水道施設課調
整･施設担当主幹

経営企画課下水道財政担当主幹 高士　健一 経営管理課調整･経営管理担当主幹(兼)企画員

営業課調整･料金担当主幹 西川　敦子 会計管理室調整･出納担当主幹(兼)企画員

消防救急課調整･警防担当主幹 佐藤　敦
消防救急課調整･警防担当主幹(兼)消防救助担当主
幹(併)防災室災害対策担当主幹

大学総務課調整･総務担当主幹(兼)企画員･地域連携
センター担当主幹

柿内　宏介 学生部教務学生担当主幹

議事課調整･議事調査担当主幹 中山　貴博
久居総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)地
域企画員(併)選挙管理委員会事務局

教育総務課調整･企画管理担当主幹(兼)企画員 石田　淳美 都市政策課都市計画･景観担当主幹

学校教育課調整･学校教育担当主幹 舟橋　裕子 スポーツ振興課企画管理･事業担当主幹

学校教育課担当主幹･津商工会議所派遣 福岡　恵美 学校教育課調整･学校教育担当主幹

教育研究支援課調整･教育研究担当主幹(兼)教育研
究･情報教育担当主幹

藤具　佐奈江 教育研究支援課調整･教育研究担当主幹

密柑山幼稚園長 林　真澄
子育て推進課保育担当主幹(兼)栗真保育園長(併)学
校教育課

生涯学習課公民館事業担当主幹 草深　貴宣 久居教育事務所生涯学習担当主幹(兼)久居公民館

久居教育事務所生涯学習担当主幹(兼)久居公民館 浅井　恵子 久居総合支所市民課市民担当主幹

一志教育事務所調整･教育総務担当主幹 中北　みのり 一志総合支所地域振興課人権啓発担当主幹

美杉教育事務所調整･教育総務担当主幹(兼)八知公
民館長･津図書館美杉図書室

藤田　泰大
美杉教育事務所調整･教育総務担当主幹(兼)八知公民館
長･美杉ふるさと資料館長･津図書館美杉図書室

昇任

東京事務所調整･シティプロモーション･渉外担当主
幹

西　浩子 人事課担当副主幹･自治体国際化協会派遣

市民税課市民税担当主幹 駒田　敬彦 市民税課市民税担当副主幹

資産税課調整･家屋担当主幹 後藤　正樹 資産税課家屋担当副主幹(兼)土地担当副主幹

市民課調整･企画管理･斎場担当主幹(兼)企画員 内田　泰豊 市民課住民窓口担当副主幹

市民課住民窓口担当主幹 若林　美佳 市民課住民窓口担当副主幹

地域連携課対話連携担当主幹 小林　良 地域連携課対話連携担当副主幹

文化振興課事業担当主幹 家田　友紀 文化振興課事業担当副主幹

環境保全課環境保全担当主幹 裏川　太紀 環境保全課環境保全担当副主幹

子育て推進課調整･子育て推進担当主幹 福島　奈津 子育て推進課子育て推進担当副主幹

子育て推進課子育て推進担当主幹 井上　真 援護課保護担当副主幹

子育て推進課保育担当主幹(兼)観音寺保育園長 橋本　幸子 ひとみね保育園副主幹主任保育士
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新　　任 氏　　名 旧　　任

子育て推進課保育担当主幹(兼)千里ヶ丘保育園長 後藤　美紀 上野保育園副主幹主任保育士

子育て推進課保育担当主幹(兼)安濃保育園長 前川　敬子 安濃保育園副主幹主任保育士

子育て推進課こども園担当主幹(兼)白山こども園副
園長

山中　順子 白山こども園副主幹主任保育教諭

援護課保護担当主幹 沼田　聡士 市営住宅課入居担当副主幹

介護保険課認定審査担当主幹 米川　幸彦 介護保険課認定審査担当副主幹

保険医療助成課保険担当主幹 野口　真也 保険医療助成課保険担当副主幹

林業振興室林業振興担当主幹 下里　学 美杉総合支所地域振興課地域支援担当副主幹

農業基盤整備課基盤整備計画担当主幹 田辺　隆志
農林水産政策課農業振興担当副主幹(兼)獣害対策担
当副主幹

都市政策課都市計画･景観担当主幹 梅本　洋平
都市政策課都市計画･景観担当副主幹(兼)新型コロナウイルス感染症特別定
額給付金等推進室特別定額給付金等推進担当副主幹

久居総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)地
域企画員(併)選挙管理委員会事務局

小坂　明子 美里総合支所市民福祉課福祉担当副主幹

久居総合支所地域振興課環境担当主幹 山口　隆司 久居総合支所地域振興課環境担当副主幹

河芸総合支所市民福祉課福祉担当主幹 岸江　典子 河芸総合支所市民福祉課福祉担当副主幹

芸濃総合支所地域振興課総務担当主幹 堀田　祐治 農業基盤整備課基盤整備計画担当副主幹

一志総合支所地域振興課産業振興･環境担当主幹
(併)農業委員会事務局

澤田　和也
一志総合支所地域振興課産業振興･環境担当副主幹
(併)農業委員会事務局

水道工務課維持管理担当主幹 駒田　祐樹 水道工務課維持管理担当副主幹

水道施設課施設担当主幹 加納　良司 下水道施設課施設担当副主幹

下水道施設課調整･施設担当主幹(兼)中央浄化セン
ター施設担当主幹

村木　庸彦 下水道施設課施設担当副主幹

会計管理室調整･出納担当主幹(兼)企画員 城谷　貴穂 白山総合支所地域振興課産業振興･環境担当副主幹

学生部教務学生担当主幹 堤　佳代 学生部教務学生担当副主幹

三重短期大学附属図書館図書担当主幹 中澤　利美 三重短期大学附属図書館図書担当副主幹

教育総務課総合教育会議等担当主幹 藤原　亜沙子 教育総務課総合教育会議等担当副主幹

教育総務課給食担当主幹 千原　正大 教育総務課給食担当副主幹

津図書館奉仕担当主幹 冨永　智紀 津図書館奉仕担当副主幹(兼)河芸図書館

選挙管理委員会事務局調整･選挙担当主幹 瀬古　卓弘 選挙管理委員会事務局選挙担当副主幹(併)総務課

担当副主幹等

配置換等

政策課政策担当副主幹 東谷　竹雄 地域連携課対話連携担当副主幹

政策課政策担当副主幹 藤原　崇 交通政策課交通政策･海上アクセス担当副主幹
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新　　任 氏　　名 旧　　任

資産税課家屋担当副主幹 中村　剛之 収税課徴収担当副主幹

収税課徴収担当副主幹 川出　富士雄 市営住宅課住宅施策担当副主幹

検査課技術管理担当副主幹 脇田　眞佐男 水道工務課工事担当副主幹

防災室災害対策担当副主幹 峯田　尚徳 スポーツ振興課企画管理･事業担当副主幹

総務課総務議事統計担当副主幹 片田　正樹
商業振興労政課商業振興担当副主幹(兼)プレミアム
付商品券推進室事業推進担当副主幹

調達契約課物品調達契約担当副主幹 横山　貴之 情報企画課企画運用担当副主幹

市民課住民窓口担当副主幹 清水　裕子 久居総合支所市民課市民担当副主幹

環境政策課環境共生担当副主幹 畑　克典 安濃総合支所市民福祉課福祉担当副主幹

こども支援課発達支援担当副主幹 松本　順子
健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)新型コロナウイル
スワクチン接種推進室ワクチン接種推進担当副主幹

保険医療助成課管理･年金担当副主幹(兼)国民健康
保険竹原診療所･家庭医療クリニック

今井　昭子
保険医療助成課保険担当副主幹(兼)国民健康保険竹
原診療所･家庭医療クリニック

保険医療助成課福祉医療費担当副主幹 岡﨑　篤史 地域連携課対話連携担当副主幹

保険医療助成課後期高齢者医療担当副主幹 今村　典子 芸濃総合支所市民福祉課福祉担当副主幹

健康づくり課保健指導担当副主幹 津尾　博子 子育て推進課こども園担当副主幹(兼)一志こども園

健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)久居保健セン
ター

今井　満代 健康づくり課保健指導担当副主幹

健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)芸濃保健セン
ター

神田　直子
健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)久居保健セン
ター

健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)新型コロナウイル
スワクチン接種推進室ワクチン接種推進担当副主幹

木村　有美
健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)芸濃保健セン
ター

新型コロナウイルスワクチン接種推進室ワクチン接
種推進担当副主幹

木村　恵美子
地域連携課対話連携担当副主幹(兼)新型コロナウイルス
ワクチン接種推進室ワクチン接種推進担当副主幹

商業振興労政課商業振興担当副主幹 西出　智康
商業振興労政課商業振興担当副主幹(兼)プレミアム
付商品券推進室事業推進担当副主幹

林業振興室林業振興担当副主幹 松永　邦彦 美杉総合支所市民福祉課福祉担当副主幹

都市政策課都市計画･景観担当副主幹 中川　裕也
津北工事事務所維持担当副主幹(兼)管理担当副主
幹･検査課設計積算システム担当副主幹

建築指導課建築指導担当副主幹 大井　清 建設政策課調査担当副主幹

建設政策課調査担当副主幹 小畑　豊 津南工事事務所維持担当副主幹

建設整備課特定事業推進担当副主幹 植谷　弘也 河川排水推進室河川担当副主幹

市営住宅課住宅施策担当副主幹 鈴木　理絵 保険医療助成課管理･年金担当副主幹

津北工事事務所維持担当副主幹 小川　尚 津南工事事務所維持担当副主幹

津南工事事務所維持担当副主幹 杉山　公一 河芸総合支所地域振興課産業振興･環境担当副主幹

経営管理課経営管理担当副主幹 伊藤　健 財政課財政担当副主幹

事業推進課企画広報担当副主幹 滝沢　隆喜 一志総合支所地域振興課産業振興･環境担当副主幹

久居総合支所地域振興課産業振興担当副主幹 淡島　智紀 久居総合支所地域振興課地域振興担当副主幹
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久居総合支所市民課市民担当副主幹 野田　優子 政策課政策担当副主幹

久居総合支所市民課市民担当副主幹 森川　浩好 白山教育事務所教育総務担当副主幹

河芸総合支所市民福祉課福祉担当副主幹 畑中　直人 美里総合支所地域振興課地域支援担当副主幹

芸濃総合支所地域振興課総務担当副主幹(併)選挙管
理委員会事務局

米津　裕司 美里総合支所市民福祉課市民担当副主幹

芸濃総合支所地域振興課人権啓発担当副主幹(兼)総
務担当副主幹･雲林院福祉会館

今田　真孝
芸濃総合支所地域振興課総務担当副主幹(併)選挙管
理委員会事務局

芸濃総合支所市民福祉課福祉担当副主幹 内藤　美幸 保険医療助成課福祉医療費担当副主幹

美里総合支所地域振興課地域支援担当副主幹 加藤　亜希 美杉総合支所市民福祉課福祉担当副主幹

安濃総合支所市民福祉課福祉担当副主幹 奥山　千穂 久居総合支所福祉課こども家庭担当副主幹

一志総合支所地域振興課総務担当副主幹 伊藤　純子 一志総合支所市民福祉課市民担当副主幹

一志総合支所地域振興課総務担当副主幹(兼)とこと
めの里一志内一志福祉センター･一志温泉

杉谷　義之 美杉総合支所地域振興課過疎対策担当副主幹

一志総合支所市民福祉課市民担当副主幹 大西　美和 一志総合支所地域振興課総務担当副主幹

白山総合支所市民福祉課福祉担当副主幹 本郷　哲也 事業推進課企画広報担当副主幹

美杉総合支所地域振興課地域支援担当副主幹(併)美
杉教育事務所教育総務担当副主幹

石淵　誠人 生涯学習課文化財担当副主幹

美杉総合支所地域振興課過疎対策担当副主幹 廣瀬　智也
美杉総合支所地域振興課地域振興担当副主幹(兼)総
務担当副主幹

美杉総合支所地域振興課産業振興･環境担当副主幹 境　大伸
白山総合支所地域振興課産業振興･環境担当副主幹
(併)農業委員会事務局

水道工務課工事担当副主幹 三宅　伸也 下水道工務課工事担当副主幹

水道施設課施設担当副主幹 宮本　敏成
経営支援課経営支援担当副主幹(兼)ビジネスサポー
トセンター

下水道施設課施設担当副主幹 奥山　敦司 上下水道管理課管理担当副主幹

学生部教務学生担当副主幹 大野　維佐子 久居総合支所生活課市民生活担当副主幹

生涯学習課文化財担当副主幹 油田　秀紀
芸濃総合支所地域振興課人権啓発担当副主幹(兼)総
務担当副主幹･雲林院福祉会館

選挙管理委員会事務局選挙担当副主幹(併)総務課 甲斐　義高 市民税課市民税担当副主幹

監査事務局監査担当副主幹 奥山　祐也 商業振興労政課企画管理･労政担当副主幹

昇任

広報課広報担当副主幹(兼)政策課政策担当副主幹 小林　美誉子 広報課主査(兼)政策課主査

資産税課土地担当副主幹 荒木　聡 資産税課主査

特別滞納整理推進室特別滞納整理推進担当副主幹 柴田　智彦 津駅前北部土地区画整理事務所主査

総務課文書･公開担当副主幹 川村　将 総務課主査

法務室法務担当副主幹 浦川　裕充 法務室主査
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新　　任 氏　　名 旧　　任

人事課人事政策担当副主幹 日名子　博 秘書課主査

男女共同参画室男女共同参画担当副主幹 渡邉　登美子 議会総務課主査

地域調整室地域調整担当副主幹 濱田　伸子 地域調整室主査

スポーツ振興課企画管理･事業担当副主幹 髙橋　純也
香良洲総合支所地域振興課主査(併)農業委員会事務
局

文化振興課施設担当副主幹(兼)新型コロナウイルスワク
チン接種推進室ワクチン接種推進担当副主幹

山岡　亜由美
久居総合支所地域振興課主査(兼)新型コロナウイル
スワクチン接種推進室主査

競技運営課運営調整担当副主幹 赤塚　直樹 競技運営課主査

環境政策課資源循環推進担当副主幹 駒田　岳一 環境政策課主査

環境事業課指導･事業担当副主幹 松見　輝之 環境事業課副主幹(兼)事業担当技能長

環境施設課管理担当副主幹 河村　義道 環境施設課主査

福祉政策課企画管理担当副主幹 吉田　真実 財産管理課主査

障がい福祉課障がい福祉担当副主幹 加藤　浩道 障がい福祉課主査

援護課保護担当副主幹 橋丸　大亮 援護課主査

介護保険課介護保険担当副主幹 丹羽　智厚 監査事務局主査

建設政策課調査担当副主幹 堀井　清太 建設政策課主査

津北工事事務所維持担当副主幹 西山　大路 津北工事事務所主査

津北工事事務所補修担当副主幹(兼)津南工事事務所
補修担当副主幹

別所　義啓
津南工事事務所補修担当技能長(兼)津北工事事務所
補修担当技能長

久居総合支所地域振興課産業振興担当副主幹 波多野　裕三 久居総合支所地域振興課主査(併)農業委員会事務局

久居総合支所地域振興課環境担当副主幹 栗田　英俊 久居総合支所地域振興課主査

久居総合支所福祉課こども家庭担当副主幹 丸山　恵子 久居総合支所福祉課主査

河芸総合支所地域振興課総務担当副主幹(併)選挙管
理委員会事務局

中野　浩征
河芸総合支所地域振興課副主幹(併)選挙管理委員会
事務局

安濃総合支所市民福祉課市民担当副主幹 岡田　徳子 安濃総合支所市民福祉課主査

美杉総合支所地域振興課産業振興･環境担当副主幹 渡邊　孝史 美杉総合支所地域振興課主査

上下水道管理課管理担当副主幹 稲垣　圭吾 上下水道管理課主査

議会総務課管理担当副主幹 スガイ　敦子 市民交流課主査

教育総務課企画管理担当副主幹 紀平　篤史 教育総務課主査

配置換等

子育て推進課副主幹主任保育士 小西　仁美 野村保育園副主幹主任保育士

立誠保育園副主幹主任保育士 豊田　粧美 子育て推進課副主幹主任保育士

11



新　　任 氏　　名 旧　　任

ひとみね保育園副主幹主任保育士 野田　直美 北口保育園副主幹主任保育士

芸濃こども園副主幹主任保育教諭 坂口　ゆかり 乙部保育園副主幹主任保育士

香良洲浜っ子幼児園副主幹主任保育教諭 長谷川　真弓 のむら幼稚園主任

白山こども園副主幹主任保育教諭 小林　千恵 芸濃こども園副主幹主任保育教諭

こども支援課副主幹(兼)児童発達支援センター主任
保育士

濵田　浩代 こども支援課副主幹(兼)児童発達支援センター

津北工事事務所副主幹 飯田　泰正 津駅前北部土地区画整理事務所副主幹

一志総合支所地域振興課副主幹 岸田　恵理子 市営住宅課副主幹

白山総合支所地域振興課副主幹 宮田　裕幸 環境事業課副主幹

黒田幼稚園主任 髙岸　有美 香良洲浜っ子幼児園副主幹主任保育教諭

村主幼稚園主任 小山　敬子 白山こども園副主幹主任保育教諭

昇任

環境事業課副主幹(兼)事業担当技能長 片岡　勝仁 環境事業課事業担当技能長(兼)清掃指導員

安濃保育園副主幹主任保育士 土持　美佳子 安濃保育園主査主任保育士

芸濃こども園主任技能員(兼)子育て推進課副主幹･
給食担当技能長(併)教育総務課

小林　繁美
芸濃こども園主任技能員(兼)子育て推進課給食担当
技能長

南立誠小学校主任技能員(兼)教育総務課副主幹･給
食担当技能長(併)子育て推進課

田中　比呂子
南立誠小学校主任技能員(兼)教育総務課給食担当技
能長

千里ヶ丘小学校主任技能員(兼)教育総務課副主幹･
給食担当技能長(併)子育て推進課

赤塚　里美
千里ヶ丘小学校主任技能員(兼)教育総務課給食担当
技能長

久居中学校主任技能員(兼)教育総務課副主幹･施設
担当技能長

平田　勝巳
朝陽中学校主任技能員(兼)教育総務課施設担当技能
長

主査等

配置換等

秘書課主査 宮前　太輔 政策課主査

東京事務所主査･総務省消防庁派遣(併)消防総務課
主査

田上　祐馬 消防総務課主査

収税課主査 淺野　哲 会計管理室主査

財産管理課主査･土地開発公社派遣 小林　悠二 特別滞納整理推進室主査

情報企画課主査 奥山　聡 行政経営課主査

地域連携課主査 鈴木　喬 こども支援課主査

地域連携課主査 山下　翔 防災室主査

男女共同参画室主査(兼)人権課主査 井口　弘美
男女共同参画室主査(兼)人権課主査･新型コロナウ
イルス感染症特別定額給付金等推進室主査
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新　　任 氏　　名 旧　　任

スポーツ振興課主査(兼)文化振興課主査 日比　剛 文化振興課主査

環境事業課事業担当技能長(兼)清掃指導員 池田　幸功
津北工事事務所補修担当技能長(兼)津南工事事務所
補修担当技能長

環境事業課主査 清水　由美子 芸濃総合支所地域振興課主査(併)農業委員会事務局

環境施設課主査 神田　典宏 営繕課主査

環境施設課主査 西出　雅則 事業推進課主査

高洲保育園主査主任保育士 永合　恵美子 立誠保育園主査主任保育士

相愛保育園主査 岩永　尚代 安濃保育園主査

中央保育園主任技能員(兼)子育て推進課給食担当技
能長(併)教育総務課

岡田　恵津子
中央保育園主任技能員(兼)子育て推進課給食担当技
能長

乙部保育園主査主任保育士 山田　智子 乙部保育園主査

乙部保育園主査 濵　聡美 観音寺保育園主査

北部保育園主査 井ノ口　和奈 北口保育園主査

北口保育園主査主任保育士 大西　瑞枝 高茶屋保育園主査主任保育士

北口保育園主査 平賀　早紀 こべき保育園主査

野村保育園主査主任保育士 諸戸　由美子 八知保育園主査主任保育士

こべき保育園主査 三田　あゆみ 白山こども園主査

こべき保育園主査 服部　美輝 ひとみね保育園主査

千里ヶ丘保育園主査 中野　まゆみ 芸濃こども園主査

上野保育園主査主任保育士 中村　真也 高洲保育園主査主任保育士

上野保育園主査 松本　亜希 芸濃こども園主査

安濃保育園主査主任保育士 後久　智子 栗真保育園主査

安濃保育園主査 鈴木　志帆 北部保育園主査

安濃保育園主査 中川　真理 こども支援課主査(兼)児童発達支援センター

安濃保育園主査 南川　久美子 津みどりの森こども園主査

川合保育園主査 中元　麻衣 安濃保育園主査

八知保育園主査主任保育士 長谷川　あかね 川合保育園主査

津みどりの森こども園主査 行方　奈緒 芸濃こども園主査

津みどりの森こども園主査 宮本　勇太 野村保育園主査

津みどりの森こども園主査 森　桂志 香良洲浜っ子幼児園主査

芸濃こども園主査 川内　香奈 上野保育園主査
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新　　任 氏　　名 旧　　任

香良洲浜っ子幼児園主査 北村　真由美 乙部保育園主査

一志こども園主査 飯田　純矢 白山こども園主査

一志こども園主査 眞柄　啓子 黒田幼稚園教諭

白山こども園主査主任保育教諭 川井　美希 村主幼稚園主任

白山こども園主査 池下　孝弘 一志こども園主査

白山こども園園児バス担当技能長(併)白山教育事務
所

河野　浩美 一志総合支所地域振興課産業振興･環境担当技能長

こども支援課主査(兼)児童発達支援センター 稲垣　彰一 乙部保育園主査

こども支援課主査 服部　彩夏 福祉政策課主査

障がい福祉課主査 山尾　栄次 白山総合支所市民福祉課主査

援護課主査 池町　拓也 都市政策課主査

健康づくり課主査 木戸　香 健康づくり課主査(兼)中央保健センター

健康づくり課主査(兼)中央保健センター 米川　理恵 健康づくり課主査

新型コロナウイルスワクチン接種推進室主査 山村　祐希菜
経営支援課主査(兼)ビジネスサポートセンター･新
型コロナウイルスワクチン接種推進室主査

商業振興労政課主査 横田　斉也 都市政策課主査

経営支援課主査(兼)ビジネスサポートセンター 前田　剛志 財産管理課主査･土地開発公社派遣

農林水産政策課主査 木田　理仁 援護課主査

都市政策課主査 小林　奏恵 保険医療助成課主査

都市政策課主査 宮前　友彰 保険医療助成課主査

開発指導室主査 河邉　拓也 営繕課主査

事業調整室主査 神水　彩花 用地･地籍調査推進課主査

用地･地籍調査推進課主査 中村　翔 津北工事事務所主査

用地･地籍調査推進課主査 松島　友子 資産税課主査

河川排水推進室主査 梶山　裕介 建設整備課主査･国土交通省派遣

営繕課主査(併)教育総務課 笠井　基成 営繕課主査

営繕課主査(併)教育総務課 元坂　隆之 営繕課主査

営繕課主査(併)教育総務課 水谷　聡志 都市政策課主査･国土交通省派遣

営繕課主査(併)教育総務課 山田　悠 営繕課主査

津北工事事務所補修担当技能長(兼)津南工事事務所
補修担当技能長

奥田　宏
久居総合支所地域振興課産業振興･環境担当技能長
(兼)技術員

事業推進課主査 飯田　泰敏 環境施設課主査
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新　　任 氏　　名 旧　　任

久居総合支所地域振興課主査 奥谷　祐己 久居総合支所市民課主査

久居総合支所地域振興課産業振興･環境担当技能長 田川　善巳
白山こども園園児バス担当技能長(兼)技術員(併)白
山教育事務所

久居総合支所地域振興課主査(併)農業委員会事務局 若松　義男 久居総合支所地域振興課主査

美里総合支所地域振興課産業振興･環境担当技能長 谷口　弘和
津北工事事務所補修担当技能長(兼)津南工事事務所
補修担当技能長

香良洲総合支所市民福祉課主査 吉村　裕美子 香良洲総合支所地域振興課主査

一志総合支所地域振興課産業振興･環境担当技能長 津田　嘉門 美里総合支所地域振興課産業振興･環境担当技能長

白山総合支所地域振興課産業振興･環境担当技能長 松本　昇 環境事業課事業担当技能長(兼)清掃指導員

美杉総合支所市民福祉課主査 濵口　ゆかり 香良洲総合支所市民福祉課主査

水道工務課主査 酒井　隆行 下水道工務課主査

下水道工務課主査 片岡　誠治 用地･地籍調査推進課主査

上下水道管理課主査 川向　美佳 調達契約課主査

予防課主査 西出　慶太
東京事務所主査･総務省消防庁派遣(併)消防総務課
主査

学校教育課主査 佐々木　一憲 介護保険課主査

西が丘小学校主任技能員(兼)教育総務課給食担当技
能長(併)子育て推進課

岡田　知子
芸濃小学校主任技能員(兼)教育総務課給食担当技能
長

教育研究支援課主査 山岡　美菜子 観光振興課主査

生涯学習課主査 熊谷　真緒 資産税課主査

久居教育事務所主査 藤田　真実 久居総合支所市民課主査

香良洲教育事務所主任技能員(兼)香良洲学校給食セン
ター･教育総務課給食担当技能長(併)子育て推進課

鏡　治子
美杉小学校主任技能員(兼)教育総務課給食担当技能
長

津図書館主査(兼)きらめき図書館 小柴　隆充 久居教育事務所主査

昇任

環境事業課事業担当技能長 関口　義明 環境事業課主任技能員(兼)技術員

津北工事事務所補修担当技能長(兼)津南工事事務所
補修担当技能長

田中　秀典 片田浄水場主任技能員(兼)技術員

津南工事事務所補修担当技能長(兼)津北工事事務所
補修担当技能長

梅本　尚紀
津南工事事務所主任技能員(兼)技術員･津北工事事
務所

白塚小学校主任技能員(兼)教育総務課給食担当技能
長(併)子育て推進課

南部　久美 白塚小学校主任技能員

南が丘小学校主任技能員(兼)教育総務課給食担当技
能長(併)子育て推進課

岡本　美加 南が丘小学校主任技能員

久居西中学校主任技能員(兼)技術員･教育総務課施
設担当技能長

堀内　秀樹 久居西中学校主任技能員(兼)技術員･教育総務課

みさとの丘学園主任技能員(兼)教育総務課給食担当
技能長(併)子育て推進課

吉田　明美 みさとの丘学園主任技能員
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新　　任 氏　　名 旧　　任

主任

配置換等

栗真保育園主任技能員 水谷　佳世 観音寺保育園主任技能員

立誠保育園主任技能員 小嶋　佐和子 上野保育園主任技能員

観音寺保育園主任技能員 吉川　登木子 相愛保育園主任技能員

乙部保育園主任技能員 庄山　結花 橋南保育園主任技能員

橋南保育園主任技能員 福島　充子 乙部保育園主任技能員

北口保育園主任技能員(併)教育総務課 伊藤　律子 こべき保育園主任技能員

野村保育園主任技能員 岡　里美 ひとみね保育園主任技能員

こべき保育園主任技能員 鈴木　美加 野村保育園主任技能員

上野保育園主任技能員(併)教育総務課 酒井　美佳 北口保育園主任技能員

津みどりの森こども園主任技能員(併)教育総務課 山田　光美 津みどりの森こども園主任技能員

香良洲浜っ子幼児園主任技能員 水谷　祐子 一志こども園主任技能員

一志こども園主任技能員(併)教育総務課 齋藤　綾子 白山こども園主任技能員

香良洲総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員 岡　謙二 一志総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員

一志総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員 大室　博則 一志総合支所地域振興課主任技能員

一志総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員 加藤　浩規
津北工事事務所主任技能員(兼)技術員･津南工事事
務所

片田浄水場主任技能員 多羅尾　和秀 敬和小学校主任技能員(兼)教育総務課

修成小学校主任技能員 前田　初見 育生小学校主任技能員

北立誠小学校主任技能員 大西　美也 豊が丘小学校主任技能員

敬和小学校主任技能員(兼)技術員･教育総務課 村主　守 香良洲総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員

育生小学校主任技能員 濵野　尚恵 南が丘小学校主任技能員

高茶屋小学校主任技能員 内藤　智子
一志教育事務所主任技能員(兼)一志学校給食セン
ター

南が丘小学校主任技能員 山本　徳子 修成小学校主任技能員

明小学校主任技能員 尾林　麻里 西が丘小学校主任技能員

芸濃小学校主任技能員 小宮　幸 明小学校主任技能員

草生小学校主任技能員 小林　恵美
一志教育事務所主任技能員(兼)一志学校給食セン
ター

明合小学校主任技能員 足立　千秋 藤水小学校主任技能員

川口小学校主任技能員 今井　恵里 戸木小学校主任技能員
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新　　任 氏　　名 旧　　任

朝陽中学校主任技能員 三村　尚美 東観中学校主任技能員

白山中学校主任技能員 飯田　千賀子 川口小学校主任技能員

みさとの丘学園主任技能員 奥山　貴子 明合小学校主任技能員

人権教育課主任技能員(兼)技術員･高洲町教育集会
所

北村　信吾
津北工事事務所主任技能員(兼)技術員･津南工事事
務所

一志教育事務所主任技能員(兼)一志学校給食セン
ター

上杉　幾子
香良洲教育事務所主任技能員(兼)香良洲学校給食セ
ンター

一般職員

配置換等

東京事務所主事･総務省派遣 宮成　修 資産税課主事

東京事務所主事･地方公共団体金融機構派遣 丸田　隆史 東京事務所主事･総務省派遣

広報課主事 藤井　愛実 観光振興課主事

財政課主事 田中　裕貴 東京事務所主事･地方公共団体金融機構派遣

財政課主事 正岡　賢斗
市民課主事(兼)新型コロナウイルス感染症特別定額
給付金等推進室

市民税課主事 伊藤　真仁 市民税課主事(併)選挙管理委員会事務局

市民税課主事 山添　泰希 調達契約課主事

市民税課主事 渡部　花恵 市民税課主事補

資産税課主事 田中　友啓 資産税課主事補

資産税課主事 田村　実都妃 学校教育課主事

資産税課主事 中藪　大晃 財政課主事

資産税課主事(兼)新型コロナウイルスワクチン接種
推進室

村上　嘉基
特別滞納整理推進室主事(兼)新型コロナウイルスワ
クチン接種推進室

収税課主事･三重地方税管理回収機構派遣(派遣は令
和４年３月３１日まで)

大市　真由 収税課主事

収税課主事 久保　尚樹 収税課主事補

収税課主事(併)選挙管理委員会事務局 近藤　優介
収税課主事･三重地方税管理回収機構派遣(派遣は令
和３年３月３１日まで)

財産管理課主事 浅田　誠一郎 文化振興課主事

危機管理課主事 山川　広剛 危機管理課主事補

防災室主事 小林　幸央 防災室主事補

法務室主事 堀田　知義 収税課主事

人事課主事 山本　将也 法務室主事

調達契約課主事 熊本　尚弥 資産税課主事
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新　　任 氏　　名 旧　　任

市民課主事 安宅　巧 高齢福祉課主事

市民課主事 牛田　智之 総務課主事

市民課主事 前田　真輝 市民課主事補

市民交流課主事 大野　笑莉 市民交流課主事補

スポーツ振興課主事 松田　英記 経営管理課主事

総務企画課主事 佐々木　弦太 総務企画課主事補

競技運営課主事 鎌田　慎也 競技運営課主事補

競技運営課主事 小﨑　真梨 競技運営課主事補

競技運営課主事 立松　駿一 競技運営課主事補

競技運営課主事 西岡　輝 競技運営課主事補

環境政策課主事 草川　貴 環境政策課主事補

環境政策課主事 別所　真紀 保険医療助成課主事

環境保全課主事 今井　菜摘 環境保全課主事補

環境事業課技能員(兼)技術員 小菅　武嗣 環境事業課技能員

環境事業課主事 濵口　智寛 環境政策課主事

環境施設課技師 上野毛戸　洋佑 環境施設課技師補

環境施設課技師 田村　光 環境施設課技師補

子育て推進課主事 木村　光 子育て推進課主事補

栗真保育園保育士 竹内　夕乃 立誠保育園保育士

相愛保育園技能員 山田　佳那 立誠保育園技能員

中央保育園保育士 森本　真代 橋南保育園保育士

乙部保育園保育士 田中　美有 高洲保育園保育士

乙部保育園保育士 富岡　翔子 芸濃こども園保育教諭

橋南保育園保育士 泉　えりな 白山こども園保育教諭

高茶屋保育園技能員 加藤　聖奈 雲出保育園技能員

雲出保育園保育士 内山　麻由子 安濃保育園保育士

雲出保育園保育士 小瀬古　摩利子 川合保育園保育士

ひとみね保育園保育士 東海　希美 橋南保育園保育士

北口保育園保育士 鵜飼　奈津美 高茶屋保育園保育士
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新　　任 氏　　名 旧　　任

北口保育園保育士 水谷　友希子 北部保育園保育士

北口保育園技能員 吉川　つかさ 高茶屋保育園技能員

千里ヶ丘保育園保育士 星合　佳奈 安濃保育園保育士

上野保育園保育士 小畑　文乃 津みどりの森こども園保育教諭

安濃保育園保育士 林　佳那 千里ヶ丘保育園保育士

川合保育園保育士 西村　綾華 一志こども園保育教諭

津みどりの森こども園保育教諭 淺井　悠奈 千里ヶ丘保育園保育士

津みどりの森こども園保育教諭 平岡　美奈子 一志こども園保育教諭

芸濃こども園保育教諭 内田　舞 安濃幼稚園教諭

芸濃こども園保育教諭 小澤　瑞希 立誠保育園保育士

芸濃こども園保育教諭 志賀　彩菜 千里ヶ丘保育園保育士

香良洲浜っ子幼児園保育教諭 石原　祐三郎 藤水幼稚園教諭

白山こども園保育教諭 青木　葉子 一志こども園保育教諭

白山こども園技能員 加藤　結香 香良洲浜っ子幼児園技能員

こども支援課保育士(兼)児童発達支援センター 亀野　素子 観音寺保育園保育士

こども支援課主事 濵口　優人 こども支援課主事(兼)児童発達支援センター

高齢福祉課主事 中瀬　沙紀 高齢福祉課主事補

地域包括ケア推進室主事 櫻井　哲也 障がい福祉課主事

地域包括ケア推進室主事 山川　朋世 地域包括ケア推進室主事補

援護課主事 筒井　亮太 危機管理課主事

援護課主事 永田　政靖 援護課主事補

援護課主事 野村　聡志 援護課主事補

援護課主事 東浦　雄斗 援護課主事補

介護保険課主事 畑　智也 介護保険課主事補

介護保険課主事 廣　遥奈 介護保険課主事補

介護保険課主事 松井　佑樹 障がい福祉課主事補

保険医療助成課主事 小笠原　宝輝 市営住宅課主事補

保険医療助成課主事 加太　那奈 保険医療助成課主事補

保険医療助成課主事 竹田　宏幸 保険医療助成課主事補
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保険医療助成課主事 水谷　優介 企業誘致課主事(兼)ビジネスサポートセンター

保険医療助成課主事 山本　将太 保険医療助成課主事補

健康づくり課保健師(兼)久居保健センター 永井　成美 健康づくり課保健師(兼)中央保健センター

健康づくり課保健師(兼)白山保健センター 堀　清香 健康づくり課保健師(兼)久居保健センター

商業振興労政課主事補 村田　澪花
商業振興労政課主事補(兼)プレミアム付商品券推進
室

経営支援課主事(兼)ビジネスサポートセンター 別府　寛仁 スポーツ振興課主事

経営支援課主事(兼)ビジネスサポートセンター 吉原　憲史 経営支援課主事補(兼)ビジネスサポートセンター

観光振興課主事 松尾　朱子 経営企画課主事

農林水産政策課主事 藤田　淑乃 市民税課主事

農業基盤整備課技師 茶谷　梨央 農業基盤整備課技師補

都市政策課主事 奥山　諒也 都市政策課主事補

都市政策課主事 新良　祐里香 地域包括ケア推進室主事

交通政策課主事 山北　祐司 美杉総合支所地域振興課主事

津駅前北部土地区画整理事務所技師 野﨑　貴裕 都市政策課技師

建築指導課技師 橋本　大輔 開発指導室技師

建設政策課技師 鈴木　駿介 津北工事事務所技師

建設政策課主事 村田　京 建設政策課主事補

用地･地籍調査推進課主事 久保田　裕 用地･地籍調査推進課主事補

建設整備課技師 上野　智也 建設整備課技師補

市営住宅課主事 餌取　利彦 市営住宅課主事補

市営住宅課主事 岡井　涼雅 市営住宅課主事補

営繕課技師 市川　泉名 営繕課技師補

営繕課技師(併)教育総務課 小柴　卓也 営繕課技師

営繕課技師(併)教育総務課 下出　憲昭 営繕課技師

営繕課技師(併)教育総務課 田邉　浩一 営繕課技師

営繕課技師 福井　昭洋 営繕課技師補

営繕課技師 吉川　泰智 建築指導課技師

津北工事事務所技師 德田　将士 津北工事事務所技師補

津北工事事務所技師･国土交通省派遣 山本　拓磨 津北工事事務所技師
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津南工事事務所技師 佐々木　武史 建設政策課技師

経営管理課主事 蒲原　佑典 経営管理課主事補

事業推進課主事 奥山　雄太 事業推進課主事補

久居総合支所地域振興課主事 隈元　健人 久居総合支所地域振興課主事補

久居総合支所地域振興課主事 髙橋　佑太 農林水産政策課主事

久居総合支所地域振興課主事 田端　祐美 教育総務課主事

久居総合支所市民課主事 伊藤　祐太 久居総合支所市民課主事補

久居総合支所市民課主事 長脇　世奈 こども支援課主事

久居総合支所生活課主事 吉岡　詩織 地域連携課主事

河芸総合支所地域振興課主事(併)農業委員会事務局 竹内　玲 援護課主事

河芸総合支所市民福祉課主事 籔内　真結子 河芸総合支所市民福祉課主事補

芸濃総合支所市民福祉課主事 上田　祐也 芸濃総合支所市民福祉課主事補

美里総合支所地域振興課主事(併)農業委員会事務局 倉田　祥平
美里総合支所地域振興課主事補(併)農業委員会事務
局

美里総合支所市民福祉課主事 水谷　健汰 美里総合支所市民福祉課主事補

白山総合支所地域振興課主事 芝　大輝 白山総合支所地域振興課主事補

白山総合支所地域振興課主事 多賀　圭孝 白山総合支所地域振興課主事補

美杉総合支所市民福祉課主事 今西　正起 交通政策課主事

美杉総合支所市民福祉課主事補 奥田　侑佳 市民課主事補

水道工務課技師 淺野　匡 水道工務課技師補

水道工務課技師 東　侑輝 水道工務課技師補

水道工務課主事 三谷　智也 水道工務課主事補

下水道工務課技師 豊﨑　大生 下水道工務課技師補

下水道施設課技師 大川内　良樹 下水道施設課技師補

下水道施設課技師 髙山　道成 下水道施設課技師補

経営企画課主事 安宅　恵理 経営企画課主事補

上下水道管理課主事 川邊　康太 上下水道管理課主事補

会計管理室主事 岩出　健吾 子育て推進課主事

会計管理室主事 光永　敦 学生部主事

三重短期大学附属図書館主事 本山　幸穂 生涯学習課主事
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新　　任 氏　　名 旧　　任

議事課主事 森浦　健太 議事課主事補

教育総務課技師 牛場　智也 営繕課技師

教育総務課主事 奥山　百花 広報課主事

教育総務課主事 中林　誠太朗 教育総務課主事補

南立誠小学校技能員(併)子育て推進課 松下　千紘 南立誠小学校技能員

新町小学校技能員(併)子育て推進課 阿部　明子 新町小学校技能員

西が丘小学校技能員 中井　健太 一志教育事務所技能員(兼)一志学校給食センター

西が丘小学校技能員(兼)教育総務課 中川　和哉 西が丘小学校技能員

豊が丘小学校技能員 畑中　千佳 南が丘小学校技能員

南が丘小学校技能員(併)子育て推進課 中橋　美乃里 南が丘小学校技能員

戸木小学校技能員(併)子育て推進課 瀧本　華梨 千里ヶ丘小学校技能員

千里ヶ丘小学校技能員 鏡　麻由 白山中学校技能員

芸濃小学校技能員(併)子育て推進課 植村　恵 芸濃小学校技能員

安濃小学校技能員 落合　あずさ 一身田小学校技能員

美杉小学校技能員 坂口　久和 西が丘小学校技能員

東観中学校技能員 福井　千尋 みさとの丘学園技能員

久居教育事務所主事 乾　彩音 久居教育事務所主事補

一志教育事務所技能員(兼)一志学校給食センター
(併)子育て推進課

中村　智成 一志教育事務所技能員(兼)一志学校給食センター

一志教育事務所技能員(兼)一志学校給食センター 福井　加奈 安濃小学校技能員

一志教育事務所技能員(兼)一志学校給食センター 山野　智美 朝陽中学校技能員

白山教育事務所主事 森川　祐樹 久居総合支所市民課主事
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(　新　規　採　用　)
新　　任 氏　　名 備　　考

担当主幹

地域包括ケア推進室地域包括ケア推進担当主幹(兼)
地域包括支援センター

岡田　美和

担当副主幹等

高齢福祉課高齢福祉担当副主幹 柴田　純

一般職員

市民税課主事補 岡　健司

市民税課主事補 金子　美帆

資産税課主事補 渕矢　明日香

収税課主事補 戸島　千育

特別滞納整理推進室主事補 髙松　亮太

危機管理課主事補 後藤　貴浩

市民課主事補 横山　葵

市民交流課主事補 西口　幸奈

地域連携課主事補 川﨑　楓

スポーツ振興課主事補 駒田　万由子

総務企画課主事補 杉江　士

競技運営課主事補 中村　優太

環境政策課主事補 山田　卓実

環境事業課技能員 秋豆　幸輝 技能員(清掃員)

環境事業課技能員 梅村　学人 技能員(清掃員)

子育て推進課主事補 水谷　友香

観音寺保育園保育士 髙木　香澄

乙部保育園保育士 水本　裕香

橋南保育園保育士 大西　志麻

高茶屋保育園保育士 佐脇　薫

雲出保育園技能員 奥村　日菜子 技能員(調理員)
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新　　任 氏　　名 備　　考

雲出保育園保育士 木村　美月

ひとみね保育園技能員 小林　英里佳 技能員(調理員)

ひとみね保育園保育士 辻本　真夕

北部保育園保育士 山根　香音

北口保育園保育士 倉田　萌

野村保育園保育士 森川　和華

こべき保育園保育士 鈴木　愛梨

千里ヶ丘保育園保育士 髙畑　茜

上野保育園保育士 長谷川　文

川合保育園保育士 児玉　夏希

八知保育園保育士 前田　奈央加

一志こども園保健師 山田　耕世

こども支援課主事補 今井　聡

障がい福祉課主事補 前田　絵夢

援護課主事補 小野寺　真理

援護課主事補 松田　竜貴

保険医療助成課主事補 緒方　至

健康づくり課保健師 石田　景子

健康づくり課保健師(兼)中央保健センター 前川　恵理

商業振興労政課主事 水谷　聡一郎 （津商工会議所から）

企業誘致課主事補(兼)ビジネスサポートセンター･
経営支援課

尾﨑　柚香

観光振興課主事補 平岩　潤也

農林水産政策課主事補 川上　直希

交通政策課主事補 坂井　亜希子

建築指導課技師補 大川　太郎 技術職(建築)

建築指導課技師補 中村　隼大 技術職(建築)

建設整備課技師補 佐藤　智紀 技術職(土木)

市営住宅課主事補 服部　思朗

市営住宅課技師補 松岡　蓮 技術職(建築)
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新　　任 氏　　名 備　　考

営繕課技師補 倉田　惇平 技術職(機械)

営繕課技師補 丹羽　晃太郎 技術職(機械)

津北工事事務所技師補 小林　琉志 技術職(土木)

津北工事事務所技師補 松島　岳杜 技術職(土木)

津北工事事務所技能員(兼)津南工事事務所 岩中　将太 技能員(技手)

津北工事事務所技能員(兼)津南工事事務所 北村　尚輝 技能員(技手)

津北工事事務所技能員(兼)津南工事事務所 平形　望 技能員(技手)

津北工事事務所技能員(兼)津南工事事務所 松島　大晟 技能員(技手)

事業推進課技能員 川本　晃央 技能員(技手)

久居総合支所地域振興課主事補 本根　奨太郎

久居総合支所市民課主事補 渡邉　仁美

河芸総合支所地域振興課主事補 加藤　繁外人

美里総合支所市民福祉課主事補 山口　綾弓

下水道工務課技師補 小木曽　快天 技術職(土木)

水道施設課技能員 井田　雄一郎 技能員(技手)

水道施設課技師補 川原田　将也 技術職(化学)

上下水道管理課主事補 安部　穂乃香

学校教育課主事補 石川　慎之助

藤水小学校技能員 竹原　朱里 技能員(調理員)

一身田小学校技能員 川浦　菜穂 技能員(調理員)

南が丘小学校技能員 中山　伊久美 技能員(調理員)

橋北中学校技能員(兼)教育総務課 村瀬　真亮 技能員(用務員)

朝陽中学校技能員(兼)教育総務課 坂口　剛 技能員(用務員)

芸濃中学校技能員 朝熊　真子 技能員(調理員)

生涯学習課主事補 奥田　恵理
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(　勤　務　延　長　)
職　　名 氏　　名 備　　考

部長級

危機管理部長 小松　雅和 (令和４年３月３１日まで)
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(　退　職　)
職　　名 氏　　名 備　　考

部長級

スポーツ文化振興部文化振興担当理事 南　勇二

環境部環境施設担当理事 兼平　浩二

部次長級

総務部人事担当参事(兼)人事課長 田中　啓介

市民部市民担当参事(兼)市民課長 木村　みどり

ボートレース事業部次長(兼)経営改善担当参事･経
営管理課長

土性　智樹

河芸総合支所長 杉野　浩也

白山総合支所長 鈴木　理也

美杉総合支所長(兼)都市計画部名松線推進担当参事 中林　生公

上下水道事業局下水道施設担当参事(兼)下水道施設課長･中央浄化センター
所長･浄化センター管理担当主幹(併)総務部設計審査担当参事 渡辺　美之

議会事務局議事担当参事(兼)議事課長 藤田　定彦

教育委員会事務局青少年･公民館事業担当参事 青山　友理子

課長級

子育て推進課こども園担当副参事(兼)一志こども園
長

中村　陽子

建築指導課長(兼)調達契約課設計審査担当副参事･
公共工事総合評価担当副参事

紀平　英一

久居総合支所福祉課長 奥田　幸秀

河芸総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参事 倉田　和実

美里総合支所地域振興課危機管理担当副参事 岩脇　里司

安芸事業所長(兼)管理担当主幹 伊藤　公一

一志事業所長 日髙　正教

担当主幹

環境施設課維持担当主幹 大木　隆昌

子育て推進課保育担当主幹(兼)高茶屋保育園長 田邊　宜子

子育て推進課保育担当主幹(兼)北口保育園長 前田　久恵
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職　　名 氏　　名 備　　考

営繕課建築営繕担当主幹 中山　幸洋 （国土交通省へ）

芸濃総合支所地域振興課総務担当主幹 小粥　靖浩

一志総合支所市民福祉課福祉担当主幹 徳井　孝文

担当副主幹等

環境事業課指導･事業担当副主幹 川喜田　義美

こども支援課さくら児童館担当副主幹 松島　正直

建築指導課建築指導担当副主幹 北田　誠治

津北工事事務所補修担当副主幹(兼)津南工事事務所
補修担当副主幹

増田　雅彦

人権教育課高洲町教育集会所担当副主幹 田中　信哉

津図書館奉仕担当副主幹(兼)きらめき図書館 今井　敏子

こども支援課副主幹(兼)児童発達支援センター主任
保育士

宮本　和美

河芸総合支所地域振興課副主幹(併)農業委員会事務
局

後藤　徳秋

久居中学校主任技能員(兼)技術員･教育総務課副主
幹･施設担当技能長

岡部　達夫

主査等

環境事業課事業担当技能長 竹川　正治

高洲保育園主査 久世　麻耶

雲出保育園主査 鏡　由佳

香良洲浜っ子幼児園主査 堀　衣里

白山総合支所地域振興課産業振興･環境担当技能長 鈴木　政彦

高茶屋小学校主任技能員(兼)教育総務課給食担当技
能長

植田　章子

橋北中学校主任技能員(兼)技術員･教育総務課施設
担当技能長

雲井　明

教育研究支援課主査 小倉　みちる

一志教育事務所一志学校給食センター担当技能長 上島　行夫

主任

栗真保育園主任技能員 山澤　敦子
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職　　名 氏　　名 備　　考

事業推進課主任技能員 青野　秀信

水道施設課主任技能員 赤津　一弘

北立誠小学校主任技能員 中山　久美子

芸濃小学校主任技能員 松本　順子

草生小学校主任技能員 阿曽　啓子

村主小学校主任技能員 平澤　幸代

芸濃中学校主任技能員 別所　和子

一般職員

総務課主事 廣中　滉太朗 （津商工会議所へ）

北口保育園保育士 大西　亜実

北口保育園技能員 津嵜　晴奈

北口保育園保育士 西川　佳那

こべき保育園保育士 坂本　里菜

上野保育園保育士 世古　玖美

健康づくり課保健師(兼)白山保健センター 藤川　育美

建築指導課技師 金谷　安希子

事業調整室主事 岡　航大

水道工務課主事 坂井　健太郎

会計管理室主事 佐藤　友洋

大学総務課主事 佐藤　啓一朗
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内　　　　示

（ 教　職　関　係 ）

津市教育委員会



区 分 昇任
昇　任
配置換

配置換 その他 採用 退職 計

人 人 人 人 人 人 人

部 長 級 0

部 次 長 級 0

課 長 級 1 1

担 当 主 幹 級 1 1 3 5

担 当 副 主 幹 2 2 7 5 16

幼 稚 園 長 4 3 7

幼 稚 園 主 任 6 6

主任養護教諭 0

幼 稚 園 教 諭 7 3 3 13

養 護 教 諭 3 3

計 0 1 22 2 12 14 51

　　　　　　　　人事異動(令和３年４月１日付け)

　　　　　　　　新規採用(令和３年４月１日付け)　　　職員数集計表

　　　　　　　　退　　職(令和３年３月３１日付け)

津市教育委員会(教職関係)



新　　任 氏　　名 旧　　任

担当主幹

昇任

教育研究支援課教育研究･情報教育担当主幹･教育研
究主事･指導主事

伊藤　信介
教育研究支援課教育研究担当副主幹･指導主事(兼)
教育支援担当副主幹

担当副主幹

配置換等

教育研究支援課教育研究･情報教育担当副主幹･教育
研究主事･指導主事

本多　史明
教育研究支援課教育研究所担当副主幹･教育研究主
事･指導主事

教育研究支援課教育支援担当副主幹･指導主事 伊東　和彦
教育研究支援課教育研究担当副主幹･指導主事(兼)
教育支援担当副主幹

人権教育課人権教育担当副主幹･指導主事 野口　浩樹
人権教育課人権教育担当副主幹･指導主事(兼)安濃
教育事務所

人権教育課人権教育担当副主幹･指導主事(兼)安濃
教育事務所

山田　政幸 人権教育課人権教育担当副主幹･指導主事

幼稚園長

配置換等

密柑山幼稚園長 林　真澄
子育て推進課保育担当主幹(兼)栗真保育園長(併)学
校教育課

桃園幼稚園長 中島　美代子 密柑山幼稚園長

戸木幼稚園長 村井　知枝美 桃園幼稚園長

安濃幼稚園長 遠藤　由美 育生幼稚園長(兼)育生幼稚園主任

幼稚園主任

配置換等

香良洲浜っ子幼児園副主幹主任保育教諭 長谷川　真弓 のむら幼稚園主任

白山こども園主査主任保育教諭 川井　美希 村主幼稚園主任

のむら幼稚園主任 中村　英里 川合幼稚園主任

黒田幼稚園主任 髙岸　有美 香良洲浜っ子幼児園副主幹主任保育教諭

村主幼稚園主任 小山　敬子 白山こども園副主幹主任保育教諭

内　　示
人事異動（令和３年４月１日付け）

新規採用（令和３年４月１日付け）

退　　職（令和３年３月３１日付け）

津市教育委員会（教職関係）
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新　　任 氏　　名 旧　　任

川合幼稚園主任 今井　明美 黒田幼稚園主任

幼稚園教諭

配置換等

芸濃こども園保育教諭 内田　舞 安濃幼稚園教諭

香良洲浜っ子幼児園保育教諭 石原　祐三郎 藤水幼稚園教諭

一志こども園主査 眞柄　啓子 黒田幼稚園教諭

南立誠幼稚園教諭 池田　雅子 明幼稚園教諭

藤水幼稚園教諭 山口　典子 戸木幼稚園教諭

戸木幼稚園教諭 小野　佑子 南立誠幼稚園教諭

安濃幼稚園教諭 寺山　真理子 明幼稚園教諭

養護教諭

配置換等

巽ヶ丘幼稚園養護教諭 和田　千裕 川合幼稚園養護教諭

安濃幼稚園養護教諭 田中　愛乃 みさと幼稚園養護教諭

川合幼稚園養護教諭 浦出　あかね 桃園幼稚園養護教諭
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(　新　規　採　用　等　)
新　　任 氏　　名 備　　考

課長級

教育研究支援課教育研究･情報教育担当副参事 敷地　哲也

担当主幹

教育研究支援課教育支援担当主幹･指導主事 本多　雅子

担当副主幹

学校教育課教職員担当副主幹･管理主事 山塙　尚志

教育研究支援課教育研究･情報教育担当副主幹･教育
研究主事･指導主事

小林　博

教育研究支援課教育研究･情報教育担当副主幹･教育
研究主事･指導主事

山邉　敬

教育研究支援課教育支援担当副主幹･指導主事 阿部　友美

教育研究支援課生徒指導･保健担当副主幹･指導主事
(兼)学校教育課教職員担当副主幹

乾　展子

教育研究支援課生徒指導･保健担当副主幹･指導主事 清長　隆司

人権教育課人権教育担当副主幹･指導主事 山本　順子

併任

(併)教育研究所研修員(併)教育研究所 大竹　亮宣

(併)教育研究所研修員(併)教育研究所 片田　俊二

幼稚園教諭

巽ヶ丘幼稚園教諭 長井　杏子

みさと幼稚園教諭 西田　奈央

安濃幼稚園教諭 三林　優里
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(　退　職　)
職　　名 氏　　名 備　　考

担当主幹

教育研究支援課教育研究担当主幹･指導主事(兼)教
育支援担当主幹

片田　俊二 （藤水小学校教頭へ）

教育研究支援課教育支援担当主幹･指導主事 平松　有吾 （豊津小学校教頭へ）

教育研究支援課教育研究所担当主幹･教育研究主事･
指導主事

伊藤　暢浩 （立成小学校教頭へ）

担当副主幹

学校教育課教職員担当副主幹･管理主事 太田　修三 （三重県教育委員会へ）

教育研究支援課教育支援担当副主幹･指導主事 竹花　哲也 （神戸小学校教頭へ）

教育研究支援課生徒指導･保健担当副主幹･指導主事
(兼)学校教育課教職員担当副主幹

飛田　ゆみ子 （橋北中学校養護教諭へ）

教育研究支援課生徒指導･保健担当副主幹･指導主事 庭山　俊彦 （久居中学校教頭へ）

人権教育課人権教育担当副主幹･指導主事 増地　万紀子 （敬和小学校教頭へ）

幼稚園長

戸木幼稚園長 飯田　明美

明幼稚園長(兼)明幼稚園主任 別所　三千代

安濃幼稚園長 橋本　美津子

併任解除

(併)教育研究所研修員(併)教育研究所 上山　かほり （南が丘小学校教諭へ）

(併)教育研究所研修員(併)教育研究所 近藤　靖子 （一志西小学校教諭へ）

幼稚園教諭

育生幼稚園教諭 岸野　麻衣

黒田幼稚園教諭 伊川　未来

みさと幼稚園教諭 諸岡　真樹

4



内　　　　示

津　市　消　防



人 事 異 動 （令和３年４月１日付け）
新 規 採 用 （令和３年４月１日付け）　職員数集計表
退　　　   職 （令和３年３月３１日付け）

区 分 昇　任
昇　任
配置換

配置換 その他 採　用 退　職 計

人 人 人 人 人 人 人

1 1 2

部 長 級 1 2 3

部 次 長 級 2 3 1 6

課 長 級 2 15 17

担 当 主 幹 級 2 9 1 12

担当副主幹等
（ 消 防 司 令 ）

2 1 1 4

担当副主幹等
（消防司令補）

4 4 18 8 4 38

主 査
(消防司令補）

1 5 14 1 21

主 査
( 消 防 士 長 ）

4 4 29 1 38

消 防 士 長 5 5 5 15

消 防 士 38 1 3 42

計 17 26 134 12 3 6 198

局 長 級

消　防　



消　防
新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

局長級

昇任

消防長 任消防正監 佐藤　昭人 消防次長

部長級

配置換等

消防次長 消防監 長脇　勝
消防本部消防災害対策担当理事(兼)久居
消防署長

消防本部消防災害対策担当理事(兼)久居
消防署長

消防監 田中　秀浩
消防本部広域災害応受援担当理事(兼)中
消防署長

昇任

消防本部広域災害応受援担当理事(兼)中
消防署長

消防監 中川 達也 消防本部総務担当参事(兼)消防総務課長

部次長級

配置換等

消防本部総務担当参事(兼)消防総務課長 消防監 鈴木 幸広
消防本部調査担当参事(兼)消防救急課長･
消防防災指導センター長

消防本部調査担当参事(兼)通信指令課長 消防監 岡　孝明
消防本部予防担当参事(兼)予防課長･違反
指導担当副参事

白山消防署長 消防監 清水 貴和 消防本部調査担当参事(兼)通信指令課長

昇任

消防本部予防担当参事(兼)予防課長･違反
指導担当副参事

任消防監 伊野 匠 北消防署副署長

消防本部調査担当参事(兼)消防救急課長･
消防防災指導センター長

任消防監 岸田 陽次 消防団統括室長

課長級

配置換等

消防団統括室長 消防司令長 舟田 公徳 中消防署西分署長

中消防署副署長 消防司令長 小黒 俊明 久居消防署南分署長

中消防署指揮隊長(兼)消防救急課 消防司令長 飯田 仁 久居消防署美里分署長

中消防署指揮隊長(兼)消防救急課 消防司令長 川口 英樹 白山消防署一志分署長

内　　示
人事異動(令和３年４月１日付け)

新規採用(令和３年４月１日付け)

退　　職(令和３年３月３１日付け)
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新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

中消防署西分署長 消防司令長 髙山 博樹 通信指令課指令官

中消防署安濃分署長 消防司令長 内山 雅治 久居消防署指揮隊長(兼)消防救急課

北消防署副署長 消防司令長 勝谷 公起 中消防署副署長

北消防署河芸分署長 消防司令長 鎌田 直人 中消防署指揮隊長(兼)消防救急課

久居消防署副署長 消防司令長 宮本 真二 白山消防署副署長

久居消防署指揮隊長(兼)消防救急課 消防司令長 伊藤 一弥 中消防署安濃分署長

久居消防署指揮隊長(兼)消防救急課 消防司令長 西田 康文 北消防署河芸分署長

久居消防署南分署長 消防司令長 小谷 清貴 白山消防署美杉分署長

白山消防署副署長 消防司令長 伊豆川 高志 久居消防署副署長

白山消防署一志分署長 消防司令長 駒田 竜司 中消防署指揮隊長(兼)消防救急課

白山消防署美杉分署長 消防司令長 久保 貴司 久居消防署指揮隊長(兼)消防救急課

昇任

通信指令課指令官 任消防司令長 小倉 裕史 中消防署調整･庶務予防担当主幹

久居消防署美里分署長 任消防司令長 山口 敬正 白山消防署調整･庶務予防担当主幹

担当主幹級

配置換等

消防総務課担当主幹･三重大学医学部附属
病院派遣

消防司令 富田 泰成 消防救急課救急担当主幹

消防救急課調整･警防担当主幹 消防司令 佐藤 敦
消防救急課調整･警防担当主幹(兼)消防救助担
当主幹(併)防災室災害対策担当主幹

消防救急課救急担当主幹 消防司令 奥山 和司 中消防署指揮司令(兼)消防救急課

中消防署調整･庶務予防担当主幹 消防司令 山路 光治 久居消防署香良洲分遣所長

中消防署指揮司令(兼)消防救急課 消防司令 松本 淳 通信指令課副指令官

中消防署指揮司令(兼)消防救急課 消防司令 山村 隆博 通信指令課副指令官

北消防署調整･庶務予防担当主幹 消防司令 松本 博行 中消防署指揮司令(兼)消防救急課

久居消防署調整･庶務予防担当主幹(兼)消
防総務課

消防司令 横山 博
北消防署調整･庶務予防担当主幹(兼)消防
総務課

久居消防署香良洲分遣所長 消防司令 薮内 裕司 久居消防署調整･庶務予防担当主幹

白山消防署調整･庶務予防担当主幹 消防司令 笹之内 康英 久居消防署指揮司令(兼)消防救急課

昇任

通信指令課副指令官 消防司令 澤 剛寛 久居消防署南分署副分署長
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新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

久居消防署消防担当主幹(兼)消防救急課 消防司令 高岡 敦 中消防署消防担当副主幹(兼)消防救急課

担当副主幹等(消防司令)

配置換等

白山消防署消防担当副主幹 消防司令 松田 憲晃 中消防署西分署副分署長

昇任

予防課違反指導担当副主幹 任消防司令 平子 泰史 予防課違反指導担当副主幹

消防救急課消防救助担当副主幹 任消防司令 伊藤 勇希 予防課危険物担当副主幹

中消防署庶務予防担当副主幹(兼)予防課
違反指導担当副主幹

任消防司令 笠井 敦史
中消防署庶務予防担当副主幹(兼)予防課
違反指導担当副主幹

担当副主幹等(消防司令補)

配置換等

消防団統括室消防団担当副主幹 消防司令補 前野 雄二
久居消防署庶務予防担当副主幹(兼)予防
課違反指導担当副主幹

通信指令課通信指令担当副主幹 消防司令補 馬場 義樹 白山消防署美杉分署副分署長

通信指令課通信指令担当副主幹(兼)情報
管理担当副主幹

消防司令補 池田 直人 白山消防署一志分署副分署長

通信指令課通信指令担当副主幹 消防司令補 大田 和宏 北消防署消防担当副主幹

中消防署消防担当副主幹 消防司令補 大市 昌広 中消防署安濃分署副分署長

中消防署西分署副分署長 消防司令補 伊東 賢一 中消防署西分署担当副主幹

中消防署西分署担当副主幹 消防司令補 上川 由昌 白山消防署美杉分署副分署長

中消防署西分署担当副主幹(兼)消防総務
課

消防司令補 鯖戸 利宏
久居消防署南分署担当副主幹(兼)消防総
務課

中消防署安濃分署副分署長 消防司令補 市川 健 中消防署安濃分署担当副主幹

中消防署安濃分署担当副主幹 消防司令補 田中 淳一 久居消防署美里分署担当副主幹

北消防署河芸分署副分署長 消防司令補 岸江 大輔 北消防署河芸分署担当副主幹

北消防署芸濃分署副分署長 消防司令補 井 敦也 北消防署芸濃分署担当副主幹

久居消防署庶務予防担当副主幹(兼)予防
課違反指導担当副主幹

消防司令補 森 良典 消防総務課消防管理担当副主幹

久居消防署南分署副分署長 消防司令補 市場 政彦 久居消防署南分署担当副主幹

久居消防署南分署担当副主幹 消防司令補 中島 一晃 北消防署河芸分署副分署長

久居消防署美里分署副分署長 消防司令補 山路 武典 中消防署消防担当副主幹

久居消防署美里分署担当副主幹 消防司令補 森川 悦一 久居消防署美里分署副分署長

久居消防署美里分署担当副主幹 消防司令補 横山 恒久 白山消防署消防担当副主幹
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新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

白山消防署消防担当副主幹 消防司令補 青木 勝也
通信指令課通信指令担当副主幹(兼)情報
管理担当副主幹

白山消防署消防担当副主幹 消防司令補 﨑 隆敏 久居消防署美里分署担当副主幹

白山消防署一志分署副分署長(兼)消防総
務課

消防司令補 奥山 光也
白山消防署消防担当副主幹(兼)消防総務
課

白山消防署一志分署副分署長 消防司令補 水本 貴也 白山消防署一志分署担当副主幹

白山消防署一志分署担当副主幹 消防司令補 服部 真 久居消防署南分署担当副主幹

白山消防署美杉分署副分署長 消防司令補 鏡 義和 中消防署西分署担当副主幹

白山消防署美杉分署副分署長 消防司令補 久保 顕也 白山消防署美杉分署担当副主幹

白山消防署美杉分署担当副主幹 消防司令補 大野 学 消防団統括室消防団担当副主幹

昇任

消防総務課消防管理担当副主幹 消防司令補 中嶋 勇輔 消防総務課主査

消防救急課警防担当副主幹 消防司令補 松本 栄司 予防課主査

通信指令課情報管理担当副主幹 消防司令補 藤本 卓 通信指令課主査

通信指令課通信指令担当副主幹 消防司令補 萩野 哲也 通信指令課主査

中消防署消防担当副主幹(兼)消防救急課 消防司令補 森尾 透 中消防署(消防担当)主査

中消防署安濃分署担当副主幹 消防司令補 吉田 健 中消防署(西分署)主査

北消防署河芸分署担当副主幹 消防司令補 伊藤 元也 久居消防署(美里分署)主査

北消防署芸濃分署担当副主幹 消防司令補 髙橋 直通 中消防署(安濃分署)主査

主査(消防司令補)

配置換等

消防総務課主査･三重県派遣 消防司令補 前山 卓大 久居消防署(消防担当)主査

東京事務所主査･総務省消防庁派遣(併)消
防総務課主査

消防司令補 田上 祐馬 消防総務課主査

消防総務課主査 消防司令補 小林 隆幸 中消防署(消防担当)主査

消防総務課主査 消防司令補 山本 直紀 消防救急課主査

予防課主査 消防司令補 西出 慶太
東京事務所主査･総務省消防庁派遣(併)消
防総務課主査

消防救急課主査 消防司令補 野呂 ひとみ 久居消防署(消防担当)主査

中消防署(消防担当)主査 消防司令補 髙瀬 信吾 久居消防署(南分署)主査

北消防署(河芸分署)主査 消防司令補 大原 康也 久居消防署(消防担当)主査

北消防署(芸濃分署)主査(兼)消防救急課
主査

消防司令補 松下 来師 北消防署(芸濃分署)主査

久居消防署(消防担当)主査(兼)消防総務
課

消防司令補 内藤 貴人 北消防署(河芸分署)主査(兼)消防総務課

4



新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

久居消防署(南分署)主査 消防司令補 白井 佳史 中消防署(消防担当)主査

久居消防署(美里分署)主査(兼)消防救急
課主査

消防司令補 田村 公一 白山消防署(一志分署)主査

久居消防署(美里分署)主査 消防司令補 洞口 貴光 白山消防署(一志分署)主査

白山消防署(一志分署)主査 消防司令補 野呂 遠也 北消防署(芸濃分署)主査

白山消防署(一志分署)主査 消防司令補 若林 久史 久居消防署(美里分署)主査

昇任

中消防署(消防担当)主査 任消防司令補 今西 陽一 消防総務課主査･三重県派遣

中消防署(西分署)主査 任消防司令補 前川 寿宏 中消防署(西分署)主査

北消防署(消防担当)主査 任消防司令補 堤 裕紀
北消防署(消防担当)主査(兼)消防救急課
主査

久居消防署(消防担当)主査 任消防司令補 奥野 豪 久居消防署(南分署)主査

久居消防署(南分署)主査 任消防司令補 松木平 悟 北消防署(芸濃分署)主査

白山消防署(美杉分署)主査 任消防司令補 山岡 卓巳 中消防署(消防担当)主査

主査(消防士長)

配置換等

中消防署(庶務予防担当)主査 消防士長 鈴木 悠介 久居消防署(庶務予防担当)主査

中消防署(消防担当)主査 消防士長 北村 慧 白山消防署(美杉分署)主査

中消防署(消防担当)主査 消防士長 小林 隼 白山消防署(消防担当)主査

中消防署(消防担当)主査 消防士長 澤 隼人 久居消防署(消防担当)主査

中消防署(消防担当)主査 消防士長 津幡 創 北消防署(芸濃分署)主査

中消防署(消防担当)主査 消防士長 西村 昌子
中消防署(消防担当)主査(兼)消防救急課
主査

中消防署(西分署)主査 消防士長 小田 幸輝 中消防署(安濃分署)主査

中消防署(安濃分署)主査 消防士長 大東 光 久居消防署(美里分署)主査

中消防署(安濃分署)主査 消防士長 山本 真和 消防総務課主査

北消防署(消防担当)主査 消防士長 石原 幸広 久居消防署(消防担当)主査

北消防署(消防担当)主査 消防士長 市川 智久 中消防署(消防担当)主査

北消防署(消防担当)主査 消防士長 野呂 佳宏 中消防署(消防担当)主査

北消防署(消防担当)主査 消防士長 前田 悠輔 北消防署(河芸分署)主査

北消防署(河芸分署)主査 消防士長 川喜田 陽平 北消防署(消防担当)主査

北消防署(河芸分署)主査 消防士長 山本 貴之 久居消防署(消防担当)主査
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新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

北消防署(芸濃分署)主査 消防士長 久保田 芳史 中消防署(消防担当)主査

北消防署(芸濃分署)主査 消防士長 田中 貴史 中消防署(消防担当)主査

久居消防署(庶務予防担当)主査 消防士長 小野 麻衣 消防救急課主査

久居消防署(消防担当)主査(兼)消防総務
課

消防士長 波戸内 健二 北消防署(消防担当)主査(兼)消防総務課

久居消防署(南分署)主査 消防士長 平岡 大輝 久居消防署(消防担当)主査

久居消防署(南分署)主査 消防士長 溝口 裕紀 白山消防署(美杉分署)主査

久居消防署(美里分署)主査 消防士長 小野 剛志 中消防署(安濃分署)主査

久居消防署(美里分署)主査 消防士長 冨田 大嗣 白山消防署(美杉分署)主査

久居消防署(香良洲分遣所)主査 消防士長 垣野 公孝 北消防署(消防担当)主査

久居消防署(香良洲分遣所)主査 消防士長 森 弘貴 中消防署(西分署)主査

白山消防署(消防担当)主査 消防士長 北折 壮平 久居消防署(美里分署)主査

白山消防署(一志分署)主査 消防士長 門脇 将太 北消防署(河芸分署)主査

白山消防署(美杉分署)主査 消防士長 伊藤 良介 通信指令課主査

白山消防署(美杉分署)主査 消防士長 奥田 仁 中消防署(消防担当)主査

白山消防署(美杉分署)主査 消防士長 谷口 裕一 久居消防署(香良洲分遣所)主査

昇任

予防課主査 消防士長 谷中 桂 中消防署(庶務予防担当)消防士長

予防課主査(兼)消防総務課 消防士長 鳴海 智紀
久居消防署(消防担当)消防士長(兼)消防
総務課

中消防署(消防担当)主査 消防士長 坂口 裕紀 中消防署(消防担当)消防士長

中消防署(消防担当)主査 消防士長 里川 彰一郎 中消防署(消防担当)消防士長

北消防署(消防担当)主査(兼)消防総務課 消防士長 坂倉 亨
北消防署(消防担当)消防士長(兼)消防総
務課

久居消防署(消防担当)主査 消防士長 栁瀬 陽輝 中消防署(消防担当)消防士長

久居消防署(消防担当)主査 任消防士長 北川 貴之 白山消防署(消防担当)消防士

白山消防署(消防担当)主査 任消防士長 田中 康介 白山消防署(消防担当)消防士

担当(消防士長)

配置換等

消防総務課消防士長 消防士長 藤本 龍馬 消防救急課消防士長

中消防署(消防担当)消防士長 消防士長 川端 航平 中消防署(西分署)消防士長

久居消防署(消防担当)消防士長 消防士長 中西 伸樹 久居消防署(南分署)消防士長
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新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

久居消防署(消防担当)消防士長 消防士長 服部 祐輝 白山消防署(消防担当)消防士長

白山消防署(消防担当)消防士長 消防士長 長谷 法之 中消防署(消防担当)消防士長

昇任

消防救急課消防士長(兼)消防総務課 任消防士長 倉田 拓起 消防救急課消防士(兼)消防総務課

中消防署(消防担当)消防士長 任消防士長 赤井 雄一 中消防署(消防担当)消防士

中消防署(消防担当)消防士長 任消防士長 荒木 崇裕 久居消防署(南分署)消防士

中消防署(消防担当)消防士長 任消防士長 水谷 賢嗣 中消防署(消防担当)消防士

中消防署(西分署)消防士長 任消防士長 赤塚 雅人 北消防署(芸濃分署)消防士

北消防署(消防担当)消防士長(兼)消防総
務課

任消防士長 篠原 潤
白山消防署(一志分署)消防士(兼)消防総
務課

北消防署(芸濃分署)消防士長 任消防士長 岩間 健一 北消防署(芸濃分署)消防士

久居消防署(消防担当)消防士長 任消防士長 中西 則文 北消防署(芸濃分署)消防士

久居消防署(南分署)消防士長 任消防士長 猪田 智則 久居消防署(美里分署)消防士

白山消防署(消防担当)消防士長 任消防士長 鈴木 康弘 白山消防署(消防担当)消防士

担当(消防士)

配置換等

中消防署(庶務予防担当)消防士(兼)消防
総務課

消防士 庄村 和真
北消防署(消防担当)消防士(兼)消防総務
課

中消防署(消防担当)消防士 消防士 臼井 鴻 久居消防署(消防担当)消防士

中消防署(消防担当)消防士 消防士 川合 淳也 中消防署(安濃分署)消防士

中消防署(消防担当)消防士 消防士 坂口 祥真 久居消防署(消防担当)消防士

中消防署(消防担当)消防士 消防士 立松 竜馬 中消防署(西分署)消防士

中消防署(消防担当)消防士 消防士 田中 誠人 久居消防署(消防担当)消防士

中消防署(消防担当)消防士 消防士 辻原 幸哉 中消防署(西分署)消防士

中消防署(消防担当)消防士 消防士 松本 将成 中消防署(安濃分署)消防士

中消防署(消防担当)消防士 消防士 水谷 洋輔 久居消防署(美里分署)消防士

中消防署(西分署)消防士 消防士 濱岡 志宇 中消防署(消防担当)消防士

中消防署(西分署)消防士 消防士 増岡 晃 久居消防署(美里分署)消防士

中消防署(西分署)消防士 消防士 松谷 誠也 北消防署(消防担当)消防士

中消防署(安濃分署)消防士 消防士 中山 脩斗 北消防署(芸濃分署)消防士

中消防署(安濃分署)消防士 消防士 福壽 泰二 中消防署(消防担当)消防士
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新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

中消防署(安濃分署)消防士 消防士 前田 太輝 中消防署(消防担当)消防士

北消防署(消防担当)消防士 消防士 嶋田 正大 中消防署(消防担当)消防士

北消防署(消防担当)消防士 消防士 千綿 奎登 久居消防署(消防担当)消防士

北消防署(消防担当)消防士(兼)消防総務
課

消防士 冨山 真宏 中消防署(消防担当)消防士

北消防署(消防担当)消防士 消防士 中村 祐輔 中消防署(消防担当)消防士

北消防署(河芸分署)消防士 消防士 内田 雄也 久居消防署(消防担当)消防士

北消防署(芸濃分署)消防士 消防士 岡村 元貴 北消防署(消防担当)消防士

北消防署(芸濃分署)消防士 消防士 奥元 健太 白山消防署(消防担当)消防士

北消防署(芸濃分署)消防士 消防士 小津 颯汰 白山消防署(一志分署)消防士

北消防署(芸濃分署)消防士 消防士 堤 達哉 久居消防署(南分署)消防士

久居消防署(消防担当)消防士 消防士 西谷 昂 北消防署(河芸分署)消防士

久居消防署(消防担当)消防士(兼)消防総
務課

消防士 村上　元太 久居消防署(消防担当)消防士

久居消防署(消防担当)消防士 消防士 山川 純 中消防署(消防担当)消防士

久居消防署(南分署)消防士 消防士 大森 樹生 久居消防署(消防担当)消防士

久居消防署(南分署)消防士 消防士 加藤 亮太 北消防署(消防担当)消防士

久居消防署(南分署)消防士 消防士 山際 大斗 中消防署(消防担当)消防士

久居消防署(美里分署)消防士 消防士 櫻川 成大 久居消防署(南分署)消防士

久居消防署(美里分署)消防士 消防士 前田 貴弘 中消防署(消防担当)消防士

久居消防署(美里分署)消防士 消防士 宮下 和真 中消防署(安濃分署)消防士

白山消防署(消防担当)消防士 消防士 稲垣 真育 中消防署(消防担当)消防士

白山消防署(消防担当)消防士 消防士 吉村 将秀 白山消防署(美杉分署)消防士

白山消防署(一志分署)消防士 消防士 小寺 仁也 中消防署(消防担当)消防士

白山消防署(一志分署)消防士 消防士 髙山 卓也 白山消防署(美杉分署)消防士

白山消防署(美杉分署)消防士 消防士 髙橋 昂大 北消防署(消防担当)消防士

白山消防署(美杉分署)消防士 消防士 山内 大徳 白山消防署(一志分署)消防士
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（ 新 規 採 用 ）
新　　　　　任 階　　　級 氏　　　　名 備　　　　　考

担当（消防士）

中消防署(消防担当)消防士 任消防士 宮田　雄貴

中消防署(消防担当)消防士 任消防士 山分　風司郎

久居消防署(消防担当)消防士 任消防士 𠮷川　千穂
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（　退　職　）
職　　　　　名 階　　　級 氏　　　　名 備　　　　　考

局長級

消防長 消防正監 小津　直久

部次長級

白山消防署長 任消防正監 奥田　昌宏

担当副主幹

北消防署芸濃分署副分署長 任消防司令 岸田　浩昭

久居消防署香良洲分遣所担当副主幹 任消防司令 鐘ヶ江　達

白山消防署消防担当副主幹 任消防司令 高橋　友二

白山消防署一志分署副分署長 任消防司令 林　英生
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内　　　　示

（ 短 期 大 学 教 員 ）

津　　　　市



短期大学教員
新　　任 氏　　名 旧　　任

教授

地域連携センター長･附属図書館長･教授 藤枝　律子 教授

学生部長･教授 長友　薫輝 教授

教授 楠本　孝 地域連携センター長･附属図書館長･教授

教授 石原　洋介 学生部長･教授

昇任

教授 大畑　智史 准教授

准教授

昇任

准教授 相川　悠貴 講師

内　　示 人事異動（令和３年４月１日付け）
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