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令和４年４月１日付け人事異動の概要について 

 
 令和４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４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１，０１０人（うち、昇任及び昇任配置換 ２０６人） 

 ※ 参考：昨年 ９７１人、過去５年間平均 １，０６９人（いずれも４月１日付け） 

  令和４年４月１日付け職員数（予定） ２，５４７人（昨年 ２，５４６人） 

 

◎ 過去１０年で最大数の局長・部長級職員の人事異動 

  局長・部長級ポスト３８人（令和４年４月１日現在）のうち、過去１０年で最大数

の２３人の局長・部長級職員の人事異動（配置換１４人、昇任８人、採用１人）を行

い、新体制のもと、全力で「夢を語り、挑む都市づくり」に取り組んでいきます。 

  また、特別職の上下水道事業管理者について、令和４年３月３１日付け退職となる

管理者の後任に現 上下水道事業局長を任命し、引き続き第２次津市水道事業計画に

沿った安全安心な水道事業等を実現していきます。 

 

【局長級】 

・昇任（１人） 

◇消防長 

 
【部長級】 
・配置換（１４人） 
◇市民部長 ◇健康福祉部担当理事･三重県後期高齢者医療広域連合派遣 

◇商工観光部長 

◇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 

◇農林水産部長 ◇都市計画部長 ◇建設部長 ◇上下水道事業局長 

◇三重短期大学事務局長 ◇議会事務局長 ◇教育委員会事務局教育次長 

◇監査事務局監査担当理事(兼)監査事務局長 ◇消防次長 

◇消防本部消防災害対策担当理事(兼)久居消防署長 

 

・昇任（７人） 

 ◇市民部交流連携担当理事 ◇健康福祉部長 

 ◇健康福祉部こども政策担当理事 ◇教育委員会事務局学校教育･人権教育担当理事 

 ◇選挙管理委員会事務局選挙担当理事(兼)選挙管理委員会事務局長 

 ◇農業委員会事務局農地･農業振興担当理事(兼)農業委員会事務局長 

 ◇消防本部広域災害応受援担当理事(兼)中消防署長 

 

・採用（１人） 

 ◇内部統制担当理事                 

                               計２３人 



2 
 

◎ 公正公平な市政の確保に向けた業務推進体制の見直し 

 

 〇 内部統制を担当する部長級のポストの新設 

   津市公正公平な市政の確保に関する条例のもと、透明性と自浄機能を維持する組

織づくりに向けて、内部統制室に三重県警察刑事部門の幹部職員を部長級の「内部

統制担当理事」として新たに採用・配置しました（三重県警察からの派遣職員とし

て採用していた現 内部統制担当参事(兼)内部統制室長は、令和４年３月３１日付

けで津市への派遣を終了。）。 

   これにより、各部局長との連携を強化し、更なる内部統制機能の充実を図ります。 

 

 〇 総合的な人権施策やダイバーシティ社会づくりなどの推進体制の整備 

   市民部においては、人権担当理事及び地域調整室を廃止し、「市民部長」が市民

課、人権課及びアストプラザの２課１施設を掌理するとともに、新たに設置する「交

流連携担当理事」が市民交流課、男女共同参画室及び地域連携課の２課１室を掌理

する体制に移行します。 

   これにより、市民部長が新たに人権課を掌理し、複雑・多様化するあらゆる人権

問題の解決に向けた取り組みを推進するとともに、交流連携担当理事が、地域の相

談・要望等の一元的な対応に加え、ダイバーシティ社会の推進の観点から多文化共

生と男女共同参画を一体的に進めていきます。 

    

 

 

旧体制（令和３年度）

市民課 アストプラザ 人権課 男女共同参画室

地域連携
担当理事

地域連携課

中央市民館

地域調整室市民交流課

市民部長 人権担当理事

市民部次長

廃止

廃止

廃止

新体制（令和４年度）

地域連携課

中央市民館
※技能員１人減員

市民部長
【新設】交流連携

担当理事

市民部次長
【新設】交流連携

担当参事

市民課 人権課
※２人増員

アストプラザ 市民交流課 男女共同参画室
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〇 建築職による全庁的な技術支援体制の整備 

建築施設等の少額修繕に係る適正な事務の執行を確保するため、財産管理課の財

産活用担当を財産活用・建築修繕支援担当に改編し、新たに施設所管課が行う建築

施設等の少額修繕に係る仕様書の作成及び履行確認に関する支援などを分掌します。 

これにより、建築施設等の修繕及び建築物等に係る補助金の所管課が全庁横断的

に技術職員に相談できる体制の整備を図ります。 

 

 

◎ 積極的な女性管理職の登用 

  市民部長及び交流連携担当理事に女性職員を配置し（再掲）、女性の視点を取り入

れた総合的な人権施策の推進を図るとともに、地域の相談・要望に対して、協調性を

活かした一元的な対応やダイバーシティ社会づくりを進めます。 

  また、学校教育・人権教育担当理事に女性職員を昇任により配置し、三重短期大学

学長と合わせて、合併後初めて計４人の女性職員を局長・部長級の職に登用しました。 
  部次長の職には、新たに１人を昇任により配置し、課長級の職には、女性職員の意

識の高揚などを図ることを目的に、人事課研修担当副参事(兼)人材評価担当副参事に

女性職員を登用するほか、新たに８人を昇任により配置しました。これにより、令和

４年４月１日時点において、課長級以上の職における女性職員の占める割合は昨年の

１１．８％から１２．４％に上昇しました。 

 
（新たに管理職（課長級以上）に登用した職） 
【部長級】２人 
◇市民部交流連携担当理事 ◇教育委員会事務局学校教育･人権教育担当理事 
【部次長級】１人 
◇健康福祉部健康医療担当参事(兼)健康づくり課長 

【課長級】９人 
◇人事課研修担当副参事(兼)人材評価担当副参事 
◇子育て推進課こども園担当副参事(兼)白山こども園長 
◇こども支援課発達支援担当副参事(兼)子育て推進課保育相談担当副参事 

◇保険医療助成課フレイル予防推進担当副参事(兼)健康づくり課フレイル対策調整担

令和３年度
１０人体制

財産活用･建築修繕支援担当
５人

※技術職員２人の増員

令和４年度
１３人体制

管理担当
６人

財産活用担当
３人

財産管理担当参事
(兼)財産管理課長

管理担当
６人

【新設・技術職員】
庁舎等保全担当副参事(兼)
建築修繕支援担当副参事

財産管理課長
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当副参事 

◇保険医療助成課医療助成担当副参事 

◇健康づくり課保健指導担当副参事(兼)中央保健センター所長 

◇健康づくり課保健指導担当副参事(兼)久居保健センター所長 

◇久居総合支所地域振興課長(併)選挙管理委員会事務局 

◇白山教育事務所長(兼)一志教育事務所長･美杉教育事務所長    計１２人 

 
◎ 国体・障害者スポーツ大会推進局の廃止に伴う新たな政策課題の解決などに向けた

人員配置 

  令和４年３月３１日をもって廃止される国体・障害者スポーツ大会推進局について

は、令和３年１０月及び１２月に段階的に体制を縮小し、新型コロナワクチン接種推

進室の体制強化をはじめとするコロナ対策やその他の行政需要などに対し、３３人を

配置してきました。令和４年度人事異動は、同局の職員枠３９人分について、引き続

き新型コロナウイルスワクチン接種推進室に配置するほか、新規事業により業務量の

増加が見込まれる所属を中心に次のとおり職員を配置しました。 

 

所属 配置理由 配置人数 

情報企画課 ※後掲 自治体 DX の推進 １人 

スポーツ振興課 
スポーツ施設整備計画等の策定、国体後催

地への対応 
１人 

福祉政策課 
民生委員・児童委員の一斉改選事務への対

応 
１人 

子育て推進課 ※後掲 保育所 ICT 化支援などの推進 １人 

こども支援課 ※後掲 コロナ感染症対策などへの対応 １人 

新型コロナウイルスワク

チン接種推進室 ※後掲 
コロナワクチン接種の推進 １７人 

都市政策課 ※後掲 
津駅周辺道路空間のプロジェクトや大門・

丸之内の中心市街地の未来ビジョンの推進 
１人 

内部統制室 ※再掲 公正公平な市政の確保に向け体制の強化 １人 

高齢福祉課 
紙おむつ給付事業や緊急通報装置など国の

制度改正への対応 
１人 

援護課 保護新規申請者数の増への対応 １人 

教育研究支援課 ※後掲 GIGA スクール構想の更なる推進 １人 

市民税課など 
育児休業職員など長期休暇取得者の代替と

しての配置 
４人 

収税課など 外部団体への派遣職員の欠員分の補充など ３人 

保育園・こども園 

（保育士） 
保育の充実に向けた保育士の拡充 ５人 

                                 計３９人 
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◎ 多様な採用方法による人材確保（６８人の新規採用、うち職務経験者６人） 

民間企業及び他の公務員試験の就職活動時期が早期化していることに伴い、令和３

年度から例年９月に実施する試験を、一部の職を除き６月試験に前倒し（※）すると

ともに、コロナ対策及び業務の効率化の観点から、受験手続を電子申請とするなど、

創意工夫を凝らした採用方法により、優秀な人材の確保に努めました。 
また、職務経験者採用として５人の事務職及び１人の言語聴覚士を採用し、自治体

DX の推進をはじめとした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。 

なお、このうち事務職の１人は、今年度初めて職務経験者の障がい者対象として採

用を行いました。 
 

（※）高校生が受験可能な職種（保育士、保健師及び幼稚園教諭以外の職種）などは例

年どおり９月試験を実施しています。 

 
【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。） 

 
※ 令和４年４月１日付け職員数２，５４７人のうち、合併後採用職員数は、１，１９７

人（４７.０％）となり、職務経験者採用職員数は５０人となりました。 

 

採用職種及び人数 

計６８人 

 

 

4 6 4 2 6

109

106

119

82
68

95

112

88 85

71

H30 R1 R2 R3 R4

職種 人数 職種 人数 職種 人数 

事務職 ２６人   保健師 ３人 技能員（清掃員等） ４人 

技術職（土木） ２人 言語聴覚士 １人 技能員（調理員） ３人 

技術職（機械） ２人 保育士 １４人 幼稚園教諭 ４人 

技術職（建築） １人 消防職 ６人 短期大学教員 ２人 

（全体） 

（うち、職務経験者） 

（前年度退職者数） 
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職務経験者採用者の配属 

職務経験・能力 職種 配置先 

自治体の基幹業務システム構築・保守 

事務職 

情報企画課 

国税専門官 特別滞納整理推進室 

テレビ番組制作 広報課 

ケーブルテレビで番組制作 事業推進課 

医療事務、一般事務、接客 市民課(障がい者採用) 

医療機関や児童相談所で言語聴覚士として従事 言語聴覚士 こども支援課 

◆ 採用時の職位  担当主幹３人、主査３人 

  ◆ 年齢  ４０歳から５１歳まで 

  ◆ 男女別  男性３人、女性３人 

  ◆ 採用前の在住地  市内４人、市外２人（鈴鹿市・鳥羽市） 

 

◎ 職務経験者採用職員を課長級職員へ登用 

  平成２７年度より実施している職務経験者採用職員の中から、人事課研修担当副

参事(兼)人材評価担当副参事（女性職員・再掲）及び観光振興課長へ昇任による配

置を行い、これまでに課長級職員へ登用したビジネスサポートセンター次長(兼)経

営支援課長、林業振興室長と合わせて、職務経験者採用職員の課長級職員は計４人

となりました。 

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。 

 

◎ 対コロナ戦略のための人員配置 

  新型コロナワクチン接種については、令和４年１月１日付けで配置した専任の担当

理事のもと、新型コロナウイルスワクチン接種推進室は引き続き２４人体制で３回目

の追加接種をはじめ市民の命を守るワクチン接種を全速力で進めます。 
  また、学校や保育所などにおいて感染が拡大したことにより登校や登園ができなく

なった子どもがいる家庭への特別支援金交付事務や、教育施設等の感染拡大防止に資

する衛生的環境の確保を目的とした空調設備の改修やトイレ様式化、コロナ禍でも学

びを保障する GIGA スクール構想などの推進を図るため、子育て推進課（再掲）、こ

ども支援課（再掲）、教育総務課（※）及び教育研究支援課（再掲）にそれぞれ１人の

増員を行うなど万全を期したコロナ対策を講じていきます。 

 
（※）教育総務課は、技術職（建築）の増員であり、上記コロナ戦略のためのほか、学

校施設の長寿命化改修事業を進めていくため、営繕課（市長の事務部局）職員を１

人減員し、教育委員会の事務部局の体制強化を図るものです。 
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◎ インフラ整備推進戦略のための人員配置 

  津北・南工事事務所の管理担当をそれぞれ廃止し、同担当が分掌する道路等の占

用に係る申請の受付等の事務を本庁舎（建設政策課、用地・地籍調査推進課）に集

約して効率化を図るとともに、Ｐａｒｋ-ＰＦＩ（公募設置管理制度）を導入した中

勢グリーンパークや香良洲高台防災公園の整備を着実に進めていくため、建設整備

課に新たに公園担当副参事（課長級職員）を配置し、また、津興橋の架け替え整備

や大谷踏切の拡幅工事などを推進するため、同課に増員（※）を行います。 

  県事業である志登茂川河口架橋（都市計画道路河芸町島崎町線）の整備について

は、県と津市の相互の協力による事業の推進を図るため、技術職員（土木）１人を

三重県の津建設事務所に派遣し、国事業である雲出川中流域の整備については、河

川改修事業の加速化を図るため、河川排水推進室に国の中部地方整備局から技術職

員１人の派遣を受け入れます。 

  また、津駅周辺道路空間の在り方や大門・丸之内の中心市街地の未来ビジョンにつ

いても、まちづくりに関わる多様な主体が協調した官民連携の都市計画を進めていく

ため、都市政策課に増員（再掲）を行います。 

 
（※）建設整備課は、技術職（土木）の増員であり、上記津北・南工事事務所の管理担

当の廃止など建設部内で効率的な業務推進体制の整備を図るなか、体制の強化を図

るものです。 

 
◎ 河芸こども園の開園に伴う職員体制の整備（１人増員、計１６人配置） 

  地域が待ち望んでいた市立６つ目の幼保連携型認定こども園となる河芸こども園

が４月に開園することに伴う職員体制の整備として、上野保育園、豊津幼稚園及び上

野幼稚園を併せた職員数１５人から１人増員し、保育教諭１５人及び技能員（調理員）

１人の計１６人を配置し、保護者の就労形態の変化に伴う多様なニーズに応えるとと

もに、質の高い幼児教育と温かく包み込むような優しい保育の提供を目指します。 

 

 

職員数（人）

保育士 10

幼稚園教諭 4

技能員（調理
員）

1
技能員（調理
員）

合計 15 合計

令和３年度 令和４年度

保育教諭

・上野保育園
・豊津幼稚園
・上野幼稚園

河芸こども園

職員数（人）

1

16

15
 内訳
 保育士　10
 幼稚園教諭 5



内　　　　示

（一般行政職員等）

津　　　　　市



人 人 人 人 人 人 人

部 次 長 級 4 4 20 6 0 6 40

課 長 級 15 8 38 5 0 5 71

担 当 主 幹 級 18 19 83 11 6 9 146

担当副主幹等 21 17 63 3 0 6 110

主 査 等 6 1 84 5 3 8 107

主 任 0 0 36 0 0 2 38

一 般 職 員 33 2 89 16 51 12 203

計 97 56 425 46 61 56 741

1 8 26部 長 級 0 5 12 0

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



新　　任 氏　　名 旧　　任

部長級

配置換等

市民部長 南条　弥生 健康福祉部こども政策担当理事

健康福祉部担当理事･三重県後期高齢者医療広域
連合派遣

松下　康典 市民部人権担当理事

商工観光部長 福森　稔 監査事務局監査担当理事(兼)監査事務局長

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

伊藤　秀利 政策財務部担当理事･土地開発公社派遣

農林水産部長 勝田　秀貴
農業委員会事務局農地･農業振興担当理事(兼)農
業委員会事務局長

都市計画部長 宮田　雅司 教育委員会事務局教育次長

建設部長 渡邉　公隆 都市計画部長

上下水道事業局長 濵口　耕一 建設部長

三重短期大学事務局長 國分　靖久 健康福祉部長

議会事務局長 前田　達
健康福祉部担当理事･三重県後期高齢者医療広域
連合派遣

教育委員会事務局教育次長 小宮　伸介
国体･障害者スポーツ大会推進局長(兼)健康福祉
部生活･暮らし支援臨時特別給付金推進担当理事

監査事務局監査担当理事(兼)監査事務局長 藤井　政弘 市民部地域連携担当理事

昇任

市民部交流連携担当理事 上野毛戸　いずみ 政策財務部次長

健康福祉部長 坂倉　誠 健康福祉部次長(兼)地域包括ケア推進室長

健康福祉部こども政策担当理事 下里　秀紀
消防本部消防団担当参事(併)危機管理部担当参
事

選挙管理委員会事務局選挙担当理事(兼)選挙管
理委員会事務局長

田中　久智 三重短期大学事務局次長(兼)大学総務課長

農業委員会事務局農地･農業振興担当理事(兼)農
業委員会事務局長

藤井　孝則 市民部次長

     内　　示
人事異動(令和４年４月１日付け)

新規採用(令和４年４月１日付け)

退　　職(令和４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。)
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新　　任 氏　　名 旧　　任

部次長級

配置換等

政策財務部次長 岡　則幸
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

政策財務部資産税担当参事(兼)資産税課長 坂越　健二 環境部環境事業担当参事(兼)環境事業課長

政策財務部財産管理担当参事(兼)財産管理課長 奥野　芳章 一志総合支所長

市民部次長 平井　徳昭 美里総合支所長

市民部交流連携担当参事 浅生　伸之
久居総合支所地域振興担当参事(兼)地域振興課
長(併)選挙管理委員会事務局

スポーツ文化振興部次長 川合　毅
国体･障害者スポーツ大会推進局次長(兼)総務企
画課長･調整･総務企画担当主幹

環境部環境政策担当参事(兼)環境政策課長･環境
学習センター長

吉住　充弘 環境部環境政策担当参事(兼)環境政策課長

環境部ごみ焼却施設担当参事(兼)西部クリーン
センター所長･クリーンセンターおおたか所長

石黒　司一
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

健康福祉部次長 福田　政一
健康福祉部保険医療助成担当参事(兼)保険医療助成課長･国
民健康保険竹原診療所長･家庭医療クリニック所長

健康福祉部介護保険担当参事(兼)介護保険課長 木﨑　彰
健康福祉部介護保険担当参事(兼)生活･暮らし支
援臨時特別給付金推進担当参事･介護保険課長

健康福祉部保険医療助成担当参事(兼)保険医療助成課長･国
民健康保険竹原診療所長･家庭医療クリニック所長 鎌田　光昭 総務部総務担当参事(兼)総務課長

商工観光部次長 小柴　勝司 スポーツ文化振興部次長

農林水産部次長 松井　昭道 農林水産部次長(兼)水産振興室長

農林水産部水産振興担当参事(兼)水産振興室長 倉田　智司 建設部津北工事事務所長

都市計画部次長 草深　寿雄 都市計画部都市政策担当参事(兼)都市政策課長

都市計画部開発指導担当参事 北岡　丈和
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

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

鳥井　宏孝
建設部営繕担当参事(兼)営繕課長･総務部公共工
事総合評価担当参事

建設部市営住宅担当参事(兼)営繕担当参事 田中　泰行
都市計画部建築指導担当参事(兼)建築指導課長･総務部設計
審査担当参事･公共工事総合評価担当参事

久居総合支所榊原自然の森温泉保養館再整備担当参事(兼)産業振興担当参事･環境
担当参事･地域振興課産業振興担当副参事･環境担当副参事 脇田　久三

久居総合支所榊原自然の森温泉保養館再整備担当参事(兼)産業振興担当参事･環境
担当参事･榊原自然の森温泉保養館長

美里総合支所長 落合　毅人 都市計画部次長

上下水道事業局下水道工務担当参事(兼)下水道
工務課長(併)総務部公共工事総合評価担当参事

竹村　広己
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

上下水道管理局次長 上嶋　幹久 上下水道管理局次長(兼)経営企画課長

三重短期大学事務局次長(兼)大学総務課長 川邊　勝利 議会事務局次長

議会事務局次長 丸山　美由紀 教育委員会事務局青少年･公民館事業担当参事

教育委員会事務局給食担当参事(兼)教育総務課
給食担当副参事

小菅　武 教育委員会事務局給食担当参事

教育委員会事務局青少年･公民館事業担当参事 橋本　知巳 政策財務部資産税担当参事(兼)資産税課長
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新　　任 氏　　名 旧　　任

昇任

政策財務部政策担当参事(兼)政策課長 梅本　和嗣 政策課長

政策財務部財政担当参事(兼)財政課長 長脇　弘幸 財政課長

健康福祉部健康医療担当参事(兼)健康づくり課
長

米倉　一美
健康づくり課保健指導担当副参事(兼)久居保健
センター所長

建設部津北工事事務所長 村田　英紀
下水道工務課長(併)調達契約課公共工事総合評
価担当副参事

河芸総合支所長 大西　寛章 農業基盤整備課長

香良洲総合支所長 奥野　昌也
香良洲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

一志総合支所長 前田　賢 美杉総合支所市民福祉課長

上下水道事業局水道工務担当参事(兼)水道工務
課長

山﨑　浩史 水道工務課長

課長級

配置換等

東京事務所長(兼)調整･シティプロモーション･
渉外担当主幹

杉山　美紀 東京事務所長

総務課長 清水　貴伸 人事課研修担当副参事(兼)人材評価担当副参事

行政経営課長(兼)調整･行政経営担当主幹 脇田　光之 行政経営課長

男女共同参画室長 伊藤　英明 スポーツ振興課長

人権課長 藤田　善樹 男女共同参画室長

スポーツ振興課長 奥村　昌弘
競技運営課長(兼)生活･暮らし支援臨時特別給付
金推進室長

環境政策課資源循環推進担当副参事 吉田　和司
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

環境保全課空地･空家等連絡調整担当副参事 前田　健 香良洲総合支所地域振興課危機管理担当副参事

環境事業課長 小橋　毅 地域連携課長

福祉政策課長 三浦　弘充
福祉政策課長(兼)生活･暮らし支援臨時特別給付
金推進室臨時特別給付金推進担当副参事

福祉政策課担当副参事･三重県後期高齢者医療広
域連合派遣

今井　啓人
一志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

福祉監査室長(兼)福祉監査担当主幹 臼井　正之 環境保全課空地･空家等連絡調整担当副参事

子育て推進課長 川原田　吉光
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

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

杉谷　明美
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

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

横地　美香
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

こども支援課長 垣野　哲也 交通政策課長
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新　　任 氏　　名 旧　　任

地域包括ケア推進室長 水野　浩哉 子育て推進課長

商業振興労政課長 山口　尚利 こども支援課長

建設政策課調査担当副参事 前川　英司 津北工事事務所管理担当副参事

用地･地籍調査推進課長 長井　弘紀
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

建設整備課公園担当副参事(併)土地開発公社 三宅　正則 津南工事事務所管理担当副参事

河芸総合支所市民福祉課長(兼)河芸ほほえみセ
ンター所長

古市　和久 安濃総合支所市民福祉課長

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

溝口　咲子
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

安濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参
事

小林　久晃
芸濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参
事

安濃総合支所市民福祉課長 辻岡　龍志
河芸総合支所市民福祉課長(兼)河芸ほほえみセ
ンター所長

香良洲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

舘　伸明
香良洲総合支所地域振興課産業振興･環境担当副
参事

香良洲総合支所地域振興課危機管理担当副参事 森　康浩 一志事業所長

香良洲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･環境担当副参
事

一志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

上川　幸則
一志総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参
事

一志総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参
事

長谷川　善紀 環境施設課建設担当副参事

白山総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参
事

山下　潤子
白山教育事務所長(兼)一志教育事務所長･美杉教
育事務所長

白山総合支所市民福祉課長 多門　伸浩 地域調整室長

美杉総合支所地域振興課危機管理担当副参事 木下　誠
白山総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参
事

美杉総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参
事

廣田　耕次
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

美杉総合支所市民福祉課長 藤田　千晃
白山総合支所市民福祉課長(兼)白山保健福祉セ
ンター所長

安芸事業所長(兼)管理担当主幹 長谷川　勝由
美杉総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参
事

一志事業所長 中村　和広 安芸事業所長(兼)管理担当主幹

下水道施設課長(兼)中央浄化センター所長･浄化
センター管理担当主幹

川本　勝久
環境施設課ごみ焼却施設担当副参事(兼)西部クリーンセンター所長･ク
リーンセンターおおたか所長･調達契約課設計審査担当副参事

経営企画課長 鎌井　幸則 財産管理課長

消防総務課消防政策担当副参事(併)危機管理課
担当副参事

山口　滋人 人権課長

教育総務課経理･指導担当副参事(兼)香良洲教育
事務所長

加藤　雅司 福祉監査室長(兼)福祉監査担当主幹

学校教育課幼児教育課程担当副参事 村木　美智子
子育て推進課こども園担当副参事(兼)白山こど
も園長

久居教育事務所長 高松　伸幸 美杉総合支所地域振興課過疎対策担当副参事
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新　　任 氏　　名 旧　　任

昇任

内部統制室長(兼)内部統制担当主幹 山村　武寛 内部統制室内部統制担当主幹

財産管理課庁舎等保全担当副参事(兼)建築修繕
支援担当副参事

井上　史郎 建築指導課建築安全･耐震担当主幹

人事課研修担当副参事(兼)人材評価担当副参事 フォレスト　幹子 政策課調整･政策担当主幹(兼)企画員

地域連携課長 村田　雅章 総務課調整･総務議事統計担当主幹(兼)企画員

環境施設課建設担当副参事 前納　秀光 環境施設課建設担当主幹

子育て推進課こども園担当副参事(兼)白山こど
も園長

藪内　美穂
子育て推進課こども園担当主幹(兼)一志こども
園副園長

こども支援課発達支援担当副参事(兼)子育て推
進課保育相談担当副参事･保育担当主幹

嶌田　まり子 こども支援課発達支援担当主幹

保険医療助成課フレイル予防推進担当副参事(兼)健康づくり
課フレイル対策調整担当副参事 木下　なつこ

保険医療助成課保険担当主幹(兼)健康づくり課
保健指導担当主幹

保険医療助成課医療助成担当副参事 鈴木　逸子 保険医療助成課福祉医療費担当主幹

健康づくり課保健指導担当副参事(兼)中央保健
センター所長

青　百合恵
健康づくり課保健指導担当主幹(兼)中央保健セ
ンター

健康づくり課保健指導担当副参事(兼)久居保健
センター所長

落合　加代
健康づくり課保健指導担当主幹(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

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
当副参事(兼)健康づくり課管理担当副参事 川村　能大

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

観光振興課長 谷　修 観光振興課観光事業担当主幹

農業基盤整備課長 田中　隆英
農業基盤整備課調整･基盤整備計画担当主幹(兼)
調達契約課設計審査担当主幹

都市政策課長 酒井　亮 財産管理課財産活用担当主幹

交通政策課長 杉﨑　雅人
交通政策課調整･交通政策･海上アクセス担当主幹(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

営繕課長(兼)総務部公共工事総合評価担当副参
事

利藤　浩一
営繕課調整･建築営繕担当主幹(兼)調達契約課設
計審査担当主幹

久居総合支所地域振興課長(併)選挙管理委員会
事務局

山口　かおり 久居総合支所地域振興課地域支援担当主幹

芸濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当副参
事

松本　公伸
美里総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)
地域企画員

美杉総合支所地域振興課過疎対策担当副参事 松本　巧也
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

水道施設課浄水担当副参事(兼)片田浄水場長 大原　正行 水道施設課浄水担当主幹(兼)片田浄水場長

生涯学習課青少年担当副参事 小川　幸則
生涯学習課調整･生涯学習振興担当主幹(併)男女
共同参画室男女共同参画担当主幹

白山教育事務所長(兼)一志教育事務所長･美杉教
育事務所長

谷川　玉枝 白山教育事務所調整･教育総務担当主幹

担当主幹

配置換等

政策課調整･政策担当主幹(兼)企画員 水谷　麻美 財政課財政担当主幹
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新　　任 氏　　名 旧　　任

政策課担当主幹 西　浩子
東京事務所調整･シティプロモーション･渉外担
当主幹

広報課調整･広報担当主幹 藤原　亜沙子 教育総務課総合教育会議等担当主幹

資産税課家屋担当主幹(兼)土地担当主幹 佐野　隆之
安濃総合支所市民福祉課調整･市民担当主幹(兼)
福祉担当主幹

防災室災害対策担当主幹 平松　三恵 健康づくり課調整･管理担当主幹

総務課文書･公開担当主幹 小熊　信行
こども支援課調整･こども支援担当主幹(兼)男女
共同参画室男女共同参画担当主幹

調達契約課調整･物品調達契約担当主幹 髙津　陽介 総務課文書･公開担当主幹

市民課住民窓口担当主幹 家田　友紀 文化振興課事業担当主幹

市民課住民窓口担当主幹(兼)マイナンバー担当
主幹

田中　哲也 一志総合支所市民福祉課福祉担当主幹

市民交流課調整･管理担当主幹 福田　省吾
農林水産政策課調整･企画管理担当主幹(兼)企画
員

地域連携課調整･広聴相談担当主幹(兼)対話連携
担当主幹

瀬古　卓弘 選挙管理委員会事務局調整･選挙担当主幹

人権課中央市民館担当主幹(併)人権教育課 前川　秀樹
美里教育事務所教育総務担当主幹(兼)長野教育
集会所長･東山教育集会所長

スポーツ振興課企画管理･事業担当主幹 梅本　洋平 都市政策課都市計画･景観担当主幹

福祉政策課調整･企画管理担当主幹(兼)企画員 中津　宜大
福祉政策課調整･企画管理担当主幹(兼)企画員･生活･暮らし支援臨時特別給付金推
進室臨時特別給付金推進担当主幹

子育て推進課保育担当主幹 若林　美佳 市民課住民窓口担当主幹

子育て推進課保育担当主幹(兼)中央保育園長 倉田　陽子
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)雲出保育園長
(併)学校教育課

久保田　智子 川合幼稚園長

子育て推進課保育担当主幹(兼)ひとみね保育園
長

前川　敬子 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)こべき保育園長 後久　早江 子育て推進課保育担当主幹(兼)雲出保育園長

子育て推進課保育担当主幹(兼)安濃保育園長 鈴木　美保子 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)八知保育園長 小畑　直美
子育て推進課保育担当主幹(兼)ひとみね保育園
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

田代　ひとみ
こども支援課発達支援担当主幹(兼)児童発達支
援センター

子育て推進課こども園担当主幹(兼)一志こども
園副園長

足立　深幸 南立誠幼稚園長(兼)南立誠幼稚園主任

こども支援課調整･こども支援担当主幹(兼)男女
共同参画室男女共同参画担当主幹

山下　貴史
こども支援課発達支援担当主幹(兼)児童発達支
援センター所長

こども支援課発達支援担当主幹(兼)児童発達支
援センター所長

北山　良樹
香良洲総合支所地域振興課総務担当主幹(兼)地
域振興担当主幹･人権啓発担当主幹

こども支援課発達支援担当主幹(兼)児童発達支
援センター

井田　真紀 子育て推進課保育担当主幹(兼)中央保育園長

援護課調整･相談･支援担当主幹 鯖戸　嘉典
香良洲総合支所市民福祉課調整･市民担当主幹
(兼)福祉担当主幹

援護課保護担当主幹 竹西　昭人
人権課中央市民館担当主幹(兼)地域調整室地域
調整担当主幹(併)人権教育課

介護保険課調整･介護保険担当主幹 永合　由典
介護保険課調整･介護保険担当主幹(兼)生活･暮らし支援臨時
特別給付金推進室臨時特別給付金推進担当主幹
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新　　任 氏　　名 旧　　任

健康づくり課調整･管理担当主幹 山本　昌孝
商業振興労政課調整･企画管理･労政担当主幹
(兼)企画員

健康づくり課保健指導担当主幹(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 別府　由紀

健康づくり課保健指導担当主幹(兼)久居保健セ
ンター

新型コロナウイルスワクチン接種推進室ワクチ
ン接種推進担当主幹

後藤　伸幸
行政経営課調整･行政経営担当主幹(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

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

小林　良
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

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
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

商業振興労政課調整･企画管理･労政担当主幹
(兼)企画員

竹谷　吉聡
経営支援課調整･経営支援担当主幹(兼)企業誘致
課企業誘致担当主幹･ビジネスサポートセンター

経営支援課調整･経営支援担当主幹(兼)企業誘致
課企業誘致担当主幹･ビジネスサポートセンター

永田　慶一 議会総務課調整･管理担当主幹(兼)企画員

観光振興課観光事業担当主幹 谷口　大悟
競技運営課調整･運営調整担当主幹(兼)競技運営
担当主幹

農林水産政策課調整･企画管理担当主幹(兼)企画
員･獣害対策担当主幹

葛井　克昌
農林水産政策課獣害対策担当主幹(兼)農業振興
担当主幹

都市政策課調整･企画管理担当主幹(兼)企画員･
都市計画･景観担当主幹

駒田　直紀 都市政策課調整･企画管理担当主幹(兼)企画員

開発指導室開発指導担当主幹 中西　俊之
市営住宅課市営住宅維持担当主幹(兼)調達契約
課設計審査担当主幹

交通政策課調整･交通政策･海上アクセス担当主
幹

小林　淳子 津駅前北部土地区画整理事務所補償担当主幹

津駅前北部土地区画整理事務所調整･補償担当主
幹(兼)工務担当主幹

川邊　純二
津駅前北部土地区画整理事務所調整･補償担当主
幹

建築指導課空家等対策担当主幹 髙橋　豊人
建築指導課空家等対策担当主幹(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

(組合専従)
用地･地籍調査推進課用地担当主幹

川合　利和 用地･地籍調査推進課用地担当主幹

建設整備課特定事業推進担当主幹 小林　英雄 津南工事事務所維持担当主幹

河川排水推進室河川担当主幹 岡田　定幸
建設整備課特定事業推進担当主幹(兼)調達契約
課設計審査担当主幹

市営住宅課市営住宅維持担当主幹 林　義大 開発指導室開発指導担当主幹

営繕課調整･建築営繕担当主幹 成相　公洋 営繕課建築営繕担当主幹(併)土地開発公社

津北工事事務所調整･維持担当主幹 末廣　直行 津北工事事務所維持担当主幹

津北工事事務所維持担当主幹 稲垣　嘉輝 下水道工務課維持管理担当主幹

津北工事事務所維持担当主幹 澤岸　慎也 津北工事事務所調整･管理担当主幹

津南工事事務所調整･維持担当主幹 野澤　寛史 下水道工務課維持管理担当主幹

久居総合支所地域振興課総務担当主幹(兼)久居
体育館

岸江　一浩
久居総合支所地域振興課財産管理担当主幹(兼)
ポルタひさいふれあいセンター所長

久居総合支所地域振興課地域支援担当主幹 田中　賢秀 久居総合支所市民課介護･保険担当主幹

久居総合支所地域振興課財産管理担当主幹(兼)
ポルタひさいふれあいセンター所長

服部　晃久 文化振興課文化ホール施設担当主幹

久居総合支所福祉課高齢･障がい担当主幹 上川　恵子 一志総合支所市民福祉課調整･市民担当主幹

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

樽井　裕信 地域調整室地域調整担当主幹

7
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河芸総合支所地域振興課総務担当主幹(兼)地域
支援担当主幹

太田　幸弘
久居総合支所地域振興課総務担当主幹(兼)久居
体育館

河芸総合支所市民福祉課調整･市民担当主幹 山脇　由佳
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

芸濃総合支所地域振興課総務担当主幹(兼)地域
支援担当主幹

吉川　雅德
芸濃総合支所地域振興課地域支援担当主幹(兼)
錫杖湖水荘

芸濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当主幹
(兼)錫杖湖水荘

野島　隆則 援護課保護担当主幹

美里総合支所地域振興課調整･総務担当主幹(兼)
地域企画員

谷口　竜二郎
安濃総合支所地域振興課地域支援担当主幹(兼)
総務担当主幹

安濃総合支所地域振興課地域支援担当主幹(兼)
総務担当主幹

内藤　義則 河芸総合支所市民福祉課調整･市民担当主幹

安濃総合支所市民福祉課調整･市民担当主幹(兼)
福祉担当主幹

駒田　元彦 久居総合支所生活課人権啓発担当主幹

香良洲総合支所地域振興課調整･総務担当主幹
(兼)地域企画員

蟻戸　孝明
地域連携課調整･広聴相談担当主幹(兼)対話連携
担当主幹

香良洲総合支所地域振興課総務担当主幹(兼)地
域振興担当主幹･人権啓発担当主幹

岩野　伸郎 資産税課家屋担当主幹(兼)土地担当主幹

香良洲総合支所地域振興課総務担当主幹(兼)サンデルタ香良
洲館長(併)選挙管理委員会事務局 藤川　圭司

香良洲総合支所地域振興課総務担当主幹(兼)サ
ンデルタ香良洲館長

一志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

辻村　尚美 広報課調整･広報担当主幹

一志総合支所市民福祉課調整･市民担当主幹 川北　江利子
教育総務課給食担当主幹(兼)中央学校給食セン
ター所長

一志総合支所市民福祉課福祉担当主幹 森　美和 生涯学習課青少年担当主幹(兼)青少年センター

白山総合支所地域振興課総務担当主幹(兼)白山
総合文化センター

小倉　伸子 文化振興課文化ホール施設担当主幹

下水道工務課工事担当主幹 増田　繁樹 河川排水推進室河川担当主幹

下水道工務課維持管理担当主幹 種田　真也 津北工事事務所維持担当主幹

安芸事業所事業担当主幹 稲場　康浩 下水道工務課工事担当主幹

上下水道管理課調整･管理担当主幹 野田　遊喜 人事課給与厚生担当主幹

営業課負担金担当主幹 野田　琢哉 特別滞納整理推進室特別滞納整理推進担当主幹

大学総務課総務担当主幹 福岡　恵美 学校教育課担当主幹･津商工会議所派遣

議会総務課調整･管理担当主幹(兼)企画員 中山　貴博 議事課調整･議事調査担当主幹

議事課調整･議事調査担当主幹 栗本　みどり 上下水道管理課調整･管理担当主幹

教育総務課経理･指導担当主幹 伊藤　良成 調達契約課調整･物品調達契約担当主幹

教育総務課給食担当主幹(兼)中央学校給食セン
ター所長

松井　誠 営業課負担金担当主幹

教育総務課総合教育会議等担当主幹 山川　晶子 市民交流課調整･管理担当主幹

明合幼稚園長 押川　弘枝
子育て推進課保育担当主幹(兼)立誠保育園長
(併)学校教育課

川合幼稚園長 大市　尚美
子育て推進課保育担当主幹(兼)乙部保育園長
(併)学校教育課

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

小野　慎一 教育総務課経理･指導担当主幹
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新　　任 氏　　名 旧　　任

生涯学習課公民館事業担当主幹 森平　敦史 援護課保護担当主幹

生涯学習課文化財担当主幹 中村　光司
安濃教育事務所教育総務担当主幹(兼)安濃郷土
資料館･芸濃郷土資料館･美里ふるさと資料館

生涯学習課担当主幹･津商工会議所派遣 草深　貴宣 生涯学習課公民館事業担当主幹

久居教育事務所学校教育･人権教育担当主幹 山川　隆宏
白山総合支所地域振興課総務担当主幹(兼)白山
総合文化センター

安濃教育事務所教育総務担当主幹(兼)安濃郷土
資料館･芸濃郷土資料館･美里ふるさと資料館

奥山　英樹
一志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

白山教育事務所調整･教育総務担当主幹 大橋　律子 久居教育事務所学校教育･人権教育担当主幹

白山教育事務所教育総務担当主幹 廣瀬　みすず 白山総合支所市民福祉課福祉担当主幹

津図書館奉仕担当主幹(兼)久居ふるさと文学館 藤具　佐奈江
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

選挙管理委員会事務局調整･選挙担当主幹 後藤　啓太
香良洲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

昇任

秘書課秘書担当主幹 上村　晴寿
市民交流課国際･国内交流担当副主幹(兼)多文化
共生担当副主幹

政策課政策担当主幹 東谷　竹雄 政策課政策担当副主幹

財政課財政担当主幹 北川　圭太郎 財政課財政担当副主幹

検査課技術管理担当主幹 野田　耕希
検査課技術管理担当副主幹(兼)調達契約課設計
審査担当副主幹

防災室災害対策担当主幹 峯田　尚徳 防災室災害対策担当副主幹

総務課調整･総務議事統計担当主幹(兼)企画員 渥美　博 議事課議事調査担当副主幹

人事課研修担当主幹(兼)人材評価担当主幹 岡田　東久 人事課研修担当副主幹(兼)人事政策担当副主幹

人事課給与厚生担当主幹 多羅尾　祐介 総務企画課総務企画担当副主幹

アストプラザ アストプラザ管理担当主幹(併)橋
北公民館

田間　順子 市民税課諸税担当副主幹

文化振興課事業担当主幹 前田　巧
総務企画課総務企画担当副主幹(兼)生活･暮らし支援臨時特
別給付金推進室臨時特別給付金推進担当副主幹

文化振興課文化ホール施設担当主幹 柳原　雄樹
教育研究支援課担当副主幹･三重県地方自治研究
センター派遣

環境施設課建設担当主幹 別所　良樹
下水道工務課工事担当副主幹(併)検査課設計積
算システム担当副主幹

子育て推進課保育担当主幹(兼)立誠保育園長 豊田　粧美 立誠保育園副主幹主任保育士

子育て推進課保育担当主幹(兼)乙部保育園長 野田　直美 ひとみね保育園副主幹主任保育士

援護課保護担当主幹 植松　久美子 援護課保護担当副主幹

保険医療助成課福祉医療費担当主幹 岡﨑　篤史 保険医療助成課福祉医療費担当副主幹

保険医療助成課後期高齢者医療担当主幹 今村　典子 保険医療助成課後期高齢者医療担当副主幹
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新　　任 氏　　名 旧　　任

健康づくり課保健指導担当主幹 津尾　博子 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主幹(兼)中央保健セ
ンター

鳥井　真美
健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)一志保健
センター

健康づくり課保健指導担当主幹(兼)久居保健セ
ンター

谷口　香里
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主幹(兼)美杉保健セ
ンター

西川　祥子
健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)美杉保健
センター

商業振興労政課商業振興担当主幹 西出　智康 商業振興労政課商業振興担当副主幹

農林水産政策課農業振興担当主幹(兼)企画管理
担当主幹

竹田　智貴 農業委員会事務局農地･農業振興担当副主幹

林業振興室林業振興担当主幹 松永　邦彦 林業振興室林業振興担当副主幹

水産振興室水産振興担当主幹 谷口　修 水産振興室水産振興担当副主幹

農業基盤整備課調整･基盤整備計画担当主幹 木村　博友
津駅前北部土地区画整理事務所工務担当副主幹
(兼)補償担当副主幹

建設政策課調査担当主幹 小畑　豊 建設政策課調査担当副主幹

用地･地籍調査推進課調整･用地担当主幹(併)土
地開発公社

稲垣　雅也 用地･地籍調査推進課用地担当副主幹

建設整備課道路整備担当主幹 林　敬史
建設整備課道路整備担当副主幹(兼)検査課設計
積算システム担当副主幹

久居総合支所市民課介護･保険担当主幹 森　照味 久居総合支所市民課介護･保険担当副主幹

久居総合支所生活課人権啓発担当主幹 長谷川　隆一 人権課人権啓発担当副主幹

芸濃総合支所市民福祉課福祉担当主幹 北浦　浩幸 芸濃総合支所市民福祉課福祉担当副主幹

香良洲総合支所市民福祉課調整･市民担当主幹
(兼)福祉担当主幹

田邊　淳子
香良洲総合支所市民福祉課市民担当副主幹(兼)
福祉担当副主幹

白山総合支所市民福祉課福祉担当主幹 長谷川　真里
白山総合支所地域振興課総務担当副主幹(兼)地
域振興担当副主幹･人権啓発担当副主幹

教育研究支援課教育研究担当主幹 野田　恵実
競技運営課運営調整担当副主幹(兼)生活･暮らし支援臨時特
別給付金推進室臨時特別給付金推進担当副主幹

教育研究支援課教育研究担当主幹(兼)教育総務
課経理･指導担当主幹

若畑　公秀
教育研究支援課教育研究担当副主幹(兼)教育総
務課経理･指導担当副主幹

生涯学習課調整･生涯学習振興担当主幹(併)男女
共同参画室男女共同参画担当主幹

三村　有紀
アストプラザ アストプラザ管理担当副主幹(併)
橋北公民館

担当副主幹等

配置換等

広報課担当副主幹･三重県地方自治研究センター
派遣

藤川　知樹 広報課広報担当副主幹

資産税課土地担当副主幹 岡本　慎哉 調達契約課工事契約担当副主幹

財産管理課財産活用･建築修繕支援担当副主幹 紀平　誠雄 観光振興課観光管理担当副主幹

検査課技術管理担当副主幹 豊田　浩之 下水道工務課工事担当副主幹

行政経営課行政経営担当副主幹 渡邊　紘子
美杉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
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新　　任 氏　　名 旧　　任

調達契約課工事契約担当副主幹 赤塚　直樹
競技運営課運営調整担当副主幹(兼)生活･暮らし支援臨時特
別給付金推進室臨時特別給付金推進担当副主幹

地域連携課広聴相談担当副主幹(兼)地域政策担
当副主幹

柴田　智彦
特別滞納整理推進室特別滞納整理推進担当副主
幹

地域連携課対話連携担当副主幹 池村　典子 防災室災害対策担当副主幹

人権課人権担当副主幹 岸岡　康成 健康づくり課管理担当副主幹

人権課人権担当副主幹 濱田　伸子 地域調整室地域調整担当副主幹

スポーツ振興課企画管理･事業担当副主幹 髙岡　一聖
地域連携課広聴相談担当副主幹(兼)地域政策担
当副主幹

援護課保護担当副主幹 川村　将 総務課文書･公開担当副主幹

援護課保護担当副主幹 小林　朋子 保険医療助成課保険担当副主幹

保険医療助成課保険担当副主幹(兼)健康づくり
課保健指導担当副主幹

澤　理恵
健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)中央保健
センター

健康づくり課管理担当副主幹 上野　督
(組合専従)
高齢福祉課高齢福祉担当副主幹

健康づくり課保健指導担当副主幹 井川　裕子 子育て推進課保育担当副主幹

健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)中央保健
センター

小瀨古　真由巳 子育て推進課保育担当副主幹

健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)安濃保健
センター

平澤　宏子
こども支援課発達支援担当副主幹(兼)児童発達
支援センター

観光振興課観光管理担当副主幹 渡邊　孝史
美杉総合支所地域振興課産業振興･環境担当副主
幹

建設政策課企画管理担当副主幹 小濵　香 監査事務局監査担当副主幹

事業調整室事業調整担当副主幹 野田　のり子 津北工事事務所管理担当副主幹

建設整備課公園整備担当副主幹 納富　宏幸 下水道工務課維持管理担当副主幹

建設整備課道路整備担当副主幹 日髙　康晴 用地･地籍調査推進課地籍調査推進担当副主幹

営繕課建築営繕担当副主幹 小菅　優斗士 検査課検査担当副主幹

津北工事事務所維持担当副主幹 伊藤　隆一 水道工務課工事担当副主幹

津北工事事務所維持担当副主幹 山路　充洋 津南工事事務所管理担当副主幹

津南工事事務所維持担当副主幹 波多野　淳也 下水道工務課工事担当副主幹

事業推進課企画広報担当副主幹 立山　博宣 スポーツ振興課企画管理･事業担当副主幹

久居総合支所地域振興課産業振興担当副主幹 加藤　勝博
芸濃総合支所地域振興課産業振興･環境担当副主
幹

河芸総合支所地域振興課総務担当副主幹(兼)人
権啓発担当副主幹

村田　有香 こども支援課こども支援担当副主幹

芸濃総合支所市民福祉課福祉担当副主幹 伊藤　美帆 河芸総合支所市民福祉課福祉担当副主幹

美里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

中瀬　真弘 資産税課土地担当副主幹

安濃総合支所地域振興課総務担当副主幹 濵口　淑子 大学総務課総務担当副主幹
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新　　任 氏　　名 旧　　任

安濃総合支所地域振興課総務担当副主幹 松田　秀樹 久居総合支所福祉課高齢･障がい担当副主幹

安濃総合支所市民福祉課市民担当副主幹 長谷川　美穂子 安濃総合支所地域振興課総務担当副主幹

白山総合支所地域振興課総務担当副主幹 岡﨑　好美 市民税課税政担当副主幹

白山総合支所地域振興課総務担当副主幹(兼)地
域振興担当副主幹･人権啓発担当副主幹

葛井　ひとみ
香良洲教育事務所教育総務担当副主幹(兼)教育
総務課経理･指導担当副主幹･香良洲公民館長

白山総合支所地域振興課産業･環境担当副主幹 岡野　徳之 環境政策課資源循環推進担当副主幹

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

波多野　裕三 久居総合支所地域振興課産業振興担当副主幹

美杉総合支所地域振興課産業振興･環境担当副主
幹

芝山　弘行 資産税課家屋担当副主幹(兼)土地担当副主幹

水道工務課工事担当副主幹 三輪　雅之
津南工事事務所維持担当副主幹(兼)検査課設計
積算システム担当副主幹

下水道工務課工事担当副主幹 植松　利彦 津北工事事務所維持担当副主幹

下水道工務課工事担当副主幹 木村　恒徳 下水道工務課工事担当副主幹(併)土地開発公社

下水道工務課工事担当副主幹 西牟田　清文 津南工事事務所維持担当副主幹

下水道工務課維持管理担当副主幹 脇田　眞佐男 検査課技術管理担当副主幹

安芸事業所管理担当副主幹 滝沢　隆喜 事業推進課企画広報担当副主幹

下水道施設課施設担当副主幹 宮本　敏成 水道施設課施設担当副主幹

経営企画課下水道財政担当副主幹 冨永　健之 政策課政策担当副主幹

経営企画課経理担当副主幹 伊藤　由喜子 営業課料金担当副主幹

営業課負担金担当副主幹 上杉　知明
(組合専従)
営業課担当副主幹

議事課議事調査担当副主幹 西村　知晃
法務室法務担当副主幹(併)選挙管理委員会事務
局

美里教育事務所教育総務担当副主幹(兼)長野教
育集会所長･東山教育集会所長

櫻井　巨樹 美杉総合支所地域振興課総務担当副主幹

香良洲教育事務所教育総務担当副主幹(兼)教育
総務課経理･指導担当副主幹･香良洲公民館長

野田　ゆかり 芸濃総合支所地域振興課総務担当副主幹

津図書館奉仕担当副主幹(兼)きらめき図書館 大西　良幸 津図書館奉仕担当副主幹(兼)河芸図書館

津図書館奉仕担当副主幹(兼)一志図書館 新地　義孝
津図書館奉仕担当副主幹(兼)久居ふるさと文学
館

農業委員会事務局農地･農業振興担当副主幹 服部　顕
河芸総合支所地域振興課総務担当副主幹(兼)人
権啓発担当副主幹

昇任

秘書課秘書担当副主幹 倉田　貢次 秘書課主査

収税課徴収担当副主幹 中野　雅文 収税課主査

検査課検査担当副主幹 永田　卓也 建築指導課主査
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新　　任 氏　　名 旧　　任

法務室法務担当副主幹 杉井　修 経営企画課主査

人事課給与厚生担当副主幹 森　大志 人事課主査

環境施設課建設担当副主幹 中村　光良 環境施設課主査

援護課保護担当副主幹 立松　勇紀 援護課主査

保険医療助成課保険担当副主幹 黒澤　優 用地･地籍調査推進課主査

健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)美里保健
センター

杉谷　幸代 健康づくり課副主幹(兼)安濃保健センター

健康づくり課保健指導担当副主幹(兼)安濃保健
センター

倉田　幹 健康づくり課主査(兼)安濃保健センター

農林水産政策課農業振興担当副主幹 本多　裕樹 農林水産政策課主査(併)選挙管理委員会事務局

水産振興室水産振興担当副主幹(兼)農業基盤整
備課基盤整備計画担当副主幹

竹内　勇樹 水産振興室主査(兼)農業基盤整備課主査

都市政策課都市整備･新都心軸担当副主幹 山岡　健司 秘書課主査

建築指導課建築安全･耐震担当副主幹 日比　剛 スポーツ振興課主査(兼)文化振興課主査

建設整備課公園整備担当副主幹 山本　圭介 建設整備課主査

建設整備課担当副主幹･三重県派遣 松下　裕輔 建設整備課主査

津南工事事務所維持担当副主幹 辻　大輔 津南工事事務所主査

津南工事事務所維持担当副主幹 水井　英人 津南工事事務所主査

事業推進課施設･整備担当副主幹 飯田　泰敏 事業推進課主査

久居総合支所地域振興課地域インフラ担当副主
幹

片岡　勝仁 環境事業課副主幹(兼)事業担当技能長

河芸総合支所市民福祉課福祉担当副主幹 矢守　祥子 うぐいす図書館主査

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

駒田　雅司 芸濃総合支所地域振興課副主幹

芸濃総合支所市民福祉課市民担当副主幹 清水　有紀 芸濃総合支所市民福祉課副主幹

安濃総合支所地域振興課総務担当副主幹 梅本　水花 安濃総合支所地域振興課副主幹

美杉総合支所地域振興課地域振興担当副主幹 須場　督介 美杉総合支所地域振興課主査

下水道工務課工事担当副主幹 前納　洋平 建設政策課主査

下水道工務課工事担当副主幹 三瀬　順子 下水道工務課主査

一身田中学校主任技能員(兼)教育総務課修繕担
当副主幹

猪島　克
一身田中学校主任技能員(兼)教育総務課副主幹･
施設担当技能長

津図書館奉仕担当副主幹(兼)うぐいす図書館 村瀨　睦子 一志図書館副主幹

監査事務局監査担当副主幹 河邉　祥子 収税課主査

農業委員会事務局農地･農業振興担当副主幹 増田　芳則 農業委員会事務局主査
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新　　任 氏　　名 旧　　任

配置換等

立誠保育園副主幹主任保育士 松本　美香 橋南保育園副主幹主任保育士

ひとみね保育園副主幹主任保育士 海野　可奈 こべき保育園副主幹主任保育士

川合保育園副主幹主任保育士 出口　典子 栗真保育園副主幹主任保育士

川合保育園副主幹主任保育士 中西　美恵子 香良洲浜っ子幼児園副主幹主任保育教諭

津みどりの森こども園副主幹主任保育教諭 新　ゆかり 戸木幼稚園主任

建設政策課副主幹 飯田　泰正 津北工事事務所副主幹

久居総合支所福祉課副主幹 中西　宏明 一志総合支所市民福祉課副主幹

美里総合支所市民福祉課副主幹 高槻　智浩 美里総合支所地域振興課副主幹

美杉総合支所地域振興課副主幹 日置　ひろ美 白山総合支所市民福祉課副主幹

戸木幼稚園主任 浦田　友絵 津みどりの森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 豊田　浩司 環境事業課事業担当技能長(兼)清掃指導員

北部保育園副主幹主任保育士 山﨑　友明 川合保育園主査主任保育士

香良洲浜っ子幼児園副主幹主任保育教諭 太田　友美 川合保育園主査主任保育士

一志こども園副主幹主任保育教諭 上村　央子 一志こども園主査主任保育教諭

事業推進課副主幹(兼)施設･整備担当技能長 谷　知也 事業推進課施設･整備担当技能長

西郊中学校主任技術員(兼)技能員･教育総務課副
主幹･施設担当技能長

長谷川　哲也
白山中学校主任技術員(兼)技能員･教育総務課施
設担当技能長

安濃幼稚園主任 長谷川　麻友美 白山こども園主査

主査等

配置換等

東京事務所主査･東京消防庁派遣(併)消防総務課
主査

川北　裕貴 危機管理課主査(併)消防総務課主査

広報課主査 岸江　直彦 事業推進課主査

市民税課主査 石原　千鶴 一志総合支所市民福祉課主査

市民税課主査 大原　知子 保険医療助成課主査

収税課主査(併)選挙管理委員会事務局 小林　泰之
競技運営課主査(兼)生活･暮らし支援臨時特別給
付金推進室主査
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新　　任 氏　　名 旧　　任

財産管理課主査 奥田　直樹 市営住宅課主査

財産管理課主査 佐野　史人 営繕課主査

危機管理課主査(併)消防総務課主査 鈴木　悠介 中消防署(庶務予防担当)主査

総務課主査(併)選挙管理委員会事務局 川出　瑞貴 市民課主査

総務課主査 田中　悠介 総務課主査(併)選挙管理委員会事務局

市民課主査 青　智子 介護保険課主査

市民交流課主査 新谷　健人
競技運営課主査(兼)生活･暮らし支援臨時特別給
付金推進室主査

地域連携課主査 伊藤　将吾 スポーツ振興課主査

環境政策課主査 村上　大基 防災室主査

環境事業課主査 藤枝　大介 資産税課主査

栗真保育園主査主任保育士 出馬　英里子 栗真保育園主査

栗真保育園主査 広瀬　美月 立誠保育園主査

栗真保育園主査 宮本　勇太 津みどりの森こども園主査

立誠保育園主査 福田　みどり 高洲保育園主査

高洲保育園主査主任保育士 佐渡　泰守 川合保育園主査

高洲保育園主査 大釋　彩乃 野村保育園主査

相愛保育園主査 森本　中 中央保育園主査

橋南保育園主査主任保育士 坂野　紗里衣 北部保育園主査主任保育士

橋南保育園主査 稲垣　由佳 高茶屋保育園主査

雲出保育園主査 野邑　佳澄 北口保育園主査

ひとみね保育園主査 堀木　あゆみ 野村保育園主査

北部保育園主査 臼井　佳代子 橋南保育園主査

北口保育園主査主任保育士 矢田　芳美 千里ヶ丘保育園主査主任保育士

野村保育園主査 島﨑　真佑良 高洲保育園主査

こべき保育園主査主任保育士 長谷川　あかね 八知保育園主査主任保育士

こべき保育園主任技能員(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(併)教育総務課

千里ヶ丘保育園主査主任保育士 松﨑　奈津美 北口保育園主査主任保育士

川合保育園主査 井ノ口　和奈 北部保育園主査
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新　　任 氏　　名 旧　　任

八知保育園主査主任保育士 岡田　早世 八知保育園主査

津みどりの森こども園主査 東山　奈穂子 高茶屋幼稚園教諭

芸濃こども園主査 山内　悠嗣 高洲保育園主査

一志こども園主査 飯田　絵美 津みどりの森こども園主査

一志こども園主査 小野　歩実 津みどりの森こども園主査

一志こども園主査 岸本　麻紀 香良洲浜っ子幼児園主査

こども支援課主査主任保育士 永合　恵美子 高洲保育園主査主任保育士

こども支援課主査(兼)児童発達支援センター 西村　真由子 健康づくり課主査(兼)美里保健センター

援護課主査 川原田　隼也 建設政策課主査

援護課主査 田中　竜太
援護課主査(兼)生活･暮らし支援臨時特別給付金
推進室主査

介護保険課主査 中村　真紀
競技運営課主査(兼)生活･暮らし支援臨時特別給
付金推進室主査

保険医療助成課主査 国島　康記 資産税課主査

保険医療助成課主査 土田　恭子 市民税課主査

新型コロナウイルスワクチン接種推進室主査 前田　俊輔
総務企画課主査(兼)生活･暮らし支援臨時特別給
付金推進室主査

商業振興労政課主査 得光　俊史 経営企画課主査

都市政策課主査 荒木　美紀 障がい福祉課主査

開発指導室主査 今田　浩介 環境保全課主査

津駅前北部土地区画整理事務所主査 篠田　伊都 援護課主査

建築指導課主査 中村　直樹 教育総務課主査

建築指導課主査 正木　慎一 営繕課主査

建設政策課主査 田原口　草太 津北工事事務所主査

市営住宅課主査 棚村　康平 営繕課主査

営繕課主査 生村　和俊 教育総務課主査

津南工事事務所主査 井谷　祐貴 水道工務課主査

津南工事事務所主査 日置　伸幸 下水道工務課主査

経営管理課主査 西口　真未 市民課主査

久居総合支所地域振興課主査(兼)久居体育館 野口　真司 生涯学習課主査(兼)中央公民館

久居総合支所市民課主査 佐藤　圭太 市民課主査
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新　　任 氏　　名 旧　　任

久居総合支所市民課主査 髙橋　葉月 久居総合支所福祉課主査

久居総合支所市民課主査 真伏　潤 地域医療推進室主査

河芸総合支所地域振興課主査 吉川　晴基 農業委員会事務局主査

芸濃総合支所地域振興課主査 荒木　由里子 美里総合支所市民福祉課主査

美里総合支所地域振興課産業振興･環境担当技能
長

松本　昇
白山総合支所地域振興課産業振興･環境担当技能
長

美里総合支所地域振興課主査 向出　夏樹 水道工務課主査

香良洲総合支所市民福祉課主査 三谷　英吾 久居総合支所市民課主査

一志総合支所地域振興課産業振興･環境担当技能
長

奥田　宏
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

一志総合支所市民福祉課主査 沼田　孝行 美杉総合支所地域振興課主査

白山総合支所市民福祉課主査 西　綾 久居総合支所市民課主査

水道工務課主査 齋藤　圭介 保険医療助成課主査

水道工務課主査 松田　貢一 津南工事事務所主査

下水道工務課主査 岡部　慎 河川排水推進室主査

下水道工務課主査 松岡　智樹 津北工事事務所主査

営業課主査 中津　亜矢子 総務課主査

予防課主査 小山　雅司
東京事務所主査･東京消防庁派遣(併)消防総務課
主査

会計管理室主査 井谷　沙織 広報課主査

教育総務課主査 奥田　努 人事課主査

教育総務課主査 田邉　浩一 営繕課主査(併)教育総務課

教育総務課主査 米川　竜太 建築指導課主査

(組合専従)
学校教育課主査

野口　裕介 学校教育課主査

神戸小学校主任技能員(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(兼)教育総務課給食担
当技能長(併)子育て推進課

白山中学校主任技能員(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
施設担当技能長

河芸教育事務所主査 服部　優美 久居総合支所市民課主査

一志教育事務所主任技能員(兼)一志学校給食センター･教育
総務課給食担当技能長(併)子育て推進課 吉田　明美

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

津図書館主査 池田　昌弘 安濃総合支所市民福祉課主査

津図書館主査 鏡　凌太 河芸教育事務所主査

津図書館主査(兼)河芸図書館 小柴　隆充 津図書館主査(兼)きらめき図書館
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昇任

環境事業課事業担当技能長 中井　貴也 環境事業課主任技能員(兼)技術員

環境事業課事業担当技能長(兼)清掃指導員 本間　賢志 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

奥田　直昭 芸濃総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員

事業推進課番組編成担当技能長 長井　弘 事業推進課主任技能員

白山総合支所地域振興課産業振興･環境担当技能
長

吉田　太司 白山総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員

片田浄水場浄水担当技能長 岸田　充弘 片田浄水場主任技能員

東観中学校主任技能員(兼)技術員･教育総務課施
設担当技能長

干場　大作
みさとの丘学園主任技能員(兼)技術員･教育総務
課

主任

配置換等

環境事業課主任技能員(兼)技術員 北村　信吾
人権教育課主任技能員(兼)技術員･高洲町教育集
会所

環境事業課主任技能員 多羅尾　和秀 片田浄水場主任技能員

中央保育園主任技能員(併)教育総務課 川喜田　美香 千里ヶ丘保育園主任技能員

高茶屋保育園主任技能員 和田　雅代 雲出保育園主任技能員

北口保育園主任技能員 伊藤　律子 北口保育園主任技能員(併)教育総務課

川合保育園主任技能員 水野　訓光 八知保育園主任技能員

八知保育園主任技能員 齋藤　綾子 一志こども園主任技能員(併)教育総務課

芸濃こども園主任技能員(併)教育総務課 中川　愛子 立誠保育園主任技能員

香良洲浜っ子幼児園主任技能員(併)教育総務課 水谷　祐子 香良洲浜っ子幼児園主任技能員

白山こども園主任技能員(兼)技術員(併)白山教
育事務所

黒川　和則 環境事業課主任技能員(兼)技術員

白山こども園主任技能員(併)教育総務課 鈴木　美加 こべき保育園主任技能員

白山こども園主任技能員(兼)技術員(併)白山教
育事務所

安田　優 環境事業課主任技能員(兼)技術員

津北工事事務所主任技能員(兼)技術員･津南工事
事務所

岡部　幸宏 安濃総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員

芸濃総合支所地域振興課主任技能員 小川　泉 津図書館主任技能員

芸濃総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員 前田　大輔
白山こども園主任技能員(兼)技術員(併)白山教
育事務所

白山総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員 野呂　昌宏 芸濃総合支所地域振興課主任技能員(兼)技術員

一身田小学校主任技能員 今井　尚美 高野尾小学校主任技能員
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新　　任 氏　　名 旧　　任

大里小学校主任技能員 中井　竜弥 南郊中学校主任技能員

豊が丘小学校主任技能員 和田　祐子 朝陽中学校主任技能員

高野尾小学校主任技能員 芝山　真由里 豊が丘小学校主任技能員

西が丘小学校主任技能員 馬場　恭子 神戸小学校主任技能員

南が丘小学校主任技能員 中野　和美 成美小学校主任技能員

誠之小学校主任技能員 西田　真智子 高茶屋小学校主任技能員

成美小学校主任技能員 藤田　里美 立成小学校主任技能員

戸木小学校主任技能員 菊地　景子
一志教育事務所主任技能員(兼)一志学校給食セ
ンター

栗葉小学校主任技能員 岡　由江 八ツ山小学校主任技能員

立成小学校主任技能員 青木　寿巳子 白山中学校主任技能員

川口小学校主任技能員 堀田　元 豊里中学校主任技能員

大三小学校主任技能員 高松　寛子 川口小学校主任技能員

倭小学校主任技能員 淡田　暁子 一身田小学校主任技能員

八ツ山小学校主任技能員 薄井　倫子 誠之小学校主任技能員

豊里中学校主任技能員 濱口　豊美 大里小学校主任技能員

朝陽中学校主任技能員 川井　ゆかり 倭小学校主任技能員

みさとの丘学園主任技能員(兼)技術員･教育総務
課

奥川　勇
白山教育事務所主任技能員(兼)技術員(併)白山
こども園

みさとの丘学園主任技能員 矢田　美香 西が丘小学校主任技能員

白山教育事務所主任技能員(兼)技術員(併)白山
こども園

深水　恭哉
白山こども園主任技能員(兼)技術員(併)白山教
育事務所

一般職員

配置換等

内部統制室主事 山川　朋世 地域包括ケア推進室主事

政策課主事 石原　拓人 会計管理室主事

東京事務所主事･総務省派遣 奥山　諒也 都市政策課主事

東京事務所主事･厚生労働省派遣 濵口　優人 こども支援課主事

財政課主事 奥山　雄太 事業推進課主事

市民税課主事 岡　健司 市民税課主事補
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新　　任 氏　　名 旧　　任

市民税課主事 岡　佑季 一志総合支所市民福祉課主事

市民税課主事 金子　美帆 市民税課主事補

資産税課主事 井上　暁広 保険医療助成課主事

資産税課主事 倉田　祥平
美里総合支所地域振興課主事(併)農業委員会事
務局

資産税課主事 渕矢　明日香 資産税課主事補

資産税課主事 水谷　吏揮 都市政策課主事

収税課主事･三重地方税管理回収機構派遣(派遣
は令和６年３月３１日まで)

近藤　優介 収税課主事(併)選挙管理委員会事務局

収税課主事補･三重地方税管理回収機構派遣(派
遣は令和５年３月３１日まで)

戸島　千育 収税課主事補

収税課主事 野澤　磨臣 営業課主事

収税課主事 村田　澪花 商業振興労政課主事補

特別滞納整理推進室主事 大市　真由
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)

防災室主事 竹田　宏幸 保険医療助成課主事

総務課主事 萩原　聖也 総務課主事補

法務室主事(併)選挙管理委員会事務局 堀田　知義 法務室主事

人事課主事 真伏　圭織 競技運営課主事

人事課主事 宮成　修 東京事務所主事･総務省派遣

市民課主事 西村　優衣 介護保険課主事

市民課主事 横山　葵 市民課主事補

市民交流課主事 鎌田　慎也 競技運営課主事(兼)こども支援課

市民交流課主事 西口　幸奈 市民交流課主事補

地域連携課主事 川﨑　楓 地域連携課主事補

人権課主事 遠藤　志乃 環境政策課主事

アストプラザ主事(併)橋北公民館 松尾　崇生 生涯学習課主事(兼)青少年センター

スポーツ振興課主事 駒田　万由子 スポーツ振興課主事補

スポーツ振興課主事 坂口　友介
(組合専従)
スポーツ振興課主事

スポーツ振興課主事 松田　翔貴 競技運営課主事

文化振興課主事 芝　大輝 白山総合支所地域振興課主事

環境政策課主事 山田　卓実 環境政策課主事補
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新　　任 氏　　名 旧　　任

環境保全課主事 西岡　輝 競技運営課主事(兼)こども支援課

環境事業課技能員(兼)技術員 勝俣　大河 環境事業課技能員

環境事業課技能員(兼)技術員 川原田　真也 環境事業課技能員

福祉政策課主事 垣内　美妃奈 子育て推進課主事

子育て推進課栄養士 川北　美沙 健康づくり課栄養士

子育て推進課主事 水谷　友香 子育て推進課主事補

立誠保育園技能員 本多　由美 栗真保育園技能員

橋南保育園技能員 赤塚　友美 観音寺保育園技能員

雲出保育園技能員 志田　和将 高茶屋保育園技能員

ひとみね保育園保育士 景井　采音 八知保育園保育士

ひとみね保育園保育士 森本　陽 栗真保育園保育士

北部保育園技能員 杉井　友子 こべき保育園技能員

北部保育園保育士 森田　麻衣 川合保育園保育士

野村保育園保育士 梅森　舞 雲出保育園保育士

こべき保育園技能員 岡本　護 白山こども園技能員

こべき保育園保育士 谷口　日菜 乙部保育園保育士

千里ヶ丘保育園技能員 古川　怜奈 橋南保育園技能員

川合保育園保育士 岩丸　千紘 こべき保育園保育士

芸濃こども園保育教諭 植谷　早紀 橋南保育園保育士

芸濃こども園保育教諭 片岡　実優 栗真保育園保育士

香良洲浜っ子幼児園技能員 奥村　日菜子 雲出保育園技能員

一志こども園技能員(併)教育総務課 中橋　美乃里 南が丘小学校技能員(併)子育て推進課

一志こども園保育教諭 南部　遥 白山こども園保育教諭

白山こども園保育教諭 加藤　りさ 一志こども園保育教諭

こども支援課主事 今井　聡 こども支援課主事補

こども支援課主事 桂　京佑 交通政策課主事

こども支援課主事 濱﨑　彪太 久居総合支所市民課主事補

こども支援課主事 藪　佑太郎 援護課主事
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新　　任 氏　　名 旧　　任

高齢福祉課主事 関口　達也 介護保険課主事(兼)高齢福祉課

地域包括ケア推進室主事 貝原　雅祥 東京事務所主事･厚生労働省派遣

障がい福祉課主事 竹谷　達雄 障がい福祉課主事補

障がい福祉課主事 中村　優太 障がい福祉課主事補

障がい福祉課主事 前田　絵夢 障がい福祉課主事補

援護課主事 山本　達也 介護保険課主事

援護課主事 雪岡　比杜志
援護課主事(兼)生活･暮らし支援臨時特別給付金
推進室

介護保険課主事 山納　一真 学校教育課主事

保険医療助成課主事 緒方　至 保険医療助成課主事補

保険医療助成課主事 勝田　基 河芸総合支所地域振興課主事

保険医療助成課主事 多賀　圭孝 白山総合支所地域振興課主事

健康づくり課主事(兼)新型コロナウイルスワク
チン接種推進室

伊藤　安梨紗 健康づくり課主事

健康づくり課保健師(兼)一志保健センター 黒川　珠羅 健康づくり課保健師(兼)中央保健センター

新型コロナウイルスワクチン接種推進室主事 水野　匡
人事課主事(兼)新型コロナウイルスワクチン接
種推進室

新型コロナウイルスワクチン接種推進室主事 村上　嘉基
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

新型コロナウイルスワクチン接種推進室主事 吉岡　詩織
久居総合支所生活課主事(兼)新型コロナウイル
スワクチン接種推進室

商業振興労政課主事 出口　沙織 安濃総合支所地域振興課主事

経営支援課主事(兼)企業誘致課･ビジネスサポー
トセンター

吉原　憲史 経営支援課主事(兼)ビジネスサポートセンター

企業誘致課主事(兼)経営支援課･ビジネスサポー
トセンター

尾﨑　柚香
企業誘致課主事補(兼)経営支援課･ビジネスサ
ポートセンター

観光振興課主事 平岩　潤也 観光振興課主事補

農林水産政策課主事 大野　笑莉 市民交流課主事

農林水産政策課主事 川上　直希 農林水産政策課主事補

都市政策課主事(併)選挙管理委員会事務局 新良　祐里香 都市政策課主事

都市政策課主事 野々垣　諭 消防総務課主事(併)危機管理課

交通政策課主事 一見　沙也香 市民税課主事

交通政策課主事 坂井　亜希子 交通政策課主事補

建築指導課技師 大川　太郎 建築指導課技師補

建築指導課技師 小林　弘典 営繕課技師
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新　　任 氏　　名 旧　　任

建設政策課技師 佐々木　武史 津南工事事務所技師

建設政策課主事 元川　亮介 開発指導室主事

用地･地籍調査推進課主事 森　真佑子 資産税課主事

市営住宅課主事 服部　思朗 市営住宅課主事補

市営住宅課技師 松岡　蓮 市営住宅課技師補

営繕課技師 天野　昴 建築指導課技師

営繕課技師 丹羽　晃太郎 営繕課技師補

津北工事事務所技能員(兼)技術員･津南工事事務
所

中村　和也 津北工事事務所技能員(兼)津南工事事務所

津南工事事務所技師 川合　裕太 建設整備課技師

事業推進課主事 日比野　友風 スポーツ振興課主事

久居総合支所地域振興課技能員(兼)技術員 植村　知将 久居総合支所地域振興課技能員

久居総合支所地域振興課主事 本根　奨太郎 久居総合支所地域振興課主事補

久居総合支所市民課主事 泉　京香 アストプラザ主事(併)橋北公民館

久居総合支所市民課主事 渡邉　仁美 久居総合支所市民課主事補

久居総合支所生活課主事 北　彩音 久居教育事務所主事

芸濃総合支所地域振興課主事 太田　年彦 安濃総合支所地域振興課主事

芸濃総合支所地域振興課主事 東浦　雄斗 援護課主事

美里総合支所市民福祉課主事 山口　綾弓 美里総合支所市民福祉課主事補

安濃総合支所地域振興課技能員 岡　知弘 津北工事事務所技能員(兼)津南工事事務所

安濃総合支所地域振興課主事 久保　尚樹 収税課主事

香良洲総合支所地域振興課主事 福山　智収 環境保全課主事

一志総合支所市民福祉課主事 永田　政靖 援護課主事

一志総合支所市民福祉課主事 中山　太志 津図書館主事

一志総合支所市民福祉課主事 前田　真輝 市民課主事

美杉総合支所地域振興課主事(併)選挙管理委員
会事務局

多氣　鈴子 子育て推進課主事

美杉総合支所市民福祉課主事 奥田　侑佳 美杉総合支所市民福祉課主事補

水道工務課技能員 西田　雄紀 片田浄水場技能員

下水道工務課技師 石丸　貴教 下水道工務課技師補
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新　　任 氏　　名 旧　　任

水道施設課技師 川原田　将也 水道施設課技師補

片田浄水場技能員 今井　駿 水道工務課技能員

片田浄水場技能員 三栗　大地 中央市民館技能員

上下水道管理課主事 安部　穂乃香 上下水道管理課主事補

消防団統括室主事(併)危機管理課 阪井　晋 教育総務課主事

議事課主事 杉江　士 議事課主事補

教育総務課技師 大川内　良樹 下水道施設課技師

学校教育課主事 石川　慎之助 学校教育課主事補

学校教育課主事 山本　健人 保険医療助成課主事

北立誠小学校技能員(併)子育て推進課 𠮷澤　加津美 北立誠小学校技能員

南が丘小学校技能員(併)子育て推進課 前川　鈴子 戸木小学校技能員

上野小学校技能員(併)子育て推進課 下井　千夏 北部保育園技能員

千里ヶ丘小学校技能員(併)子育て推進課 中井　涼音 千里ヶ丘小学校技能員

芸濃小学校技能員 原田　裕子 黒田小学校技能員

橋南中学校技能員(兼)教育総務課 岸本　泰典 津北工事事務所技能員(兼)津南工事事務所

南郊中学校技能員(兼)教育総務課 山田　昇吾 東観中学校技能員(兼)教育総務課

白山中学校技能員(併)子育て推進課 植村　恵 芸濃小学校技能員(併)子育て推進課

生涯学習課主事 奥田　恵理 生涯学習課主事補

生涯学習課主事(兼)青少年センター 籠谷　浩介 経営管理課主事

生涯学習課主事(兼)中央公民館 東浦　健人 調達契約課主事

一志教育事務所技能員(兼)一志学校給食セン
ター

伊藤　明日香 栗葉小学校技能員

一志教育事務所技能員(兼)一志学校給食セン
ター(併)子育て推進課

福井　加奈
一志教育事務所技能員(兼)一志学校給食セン
ター
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(　新　規　採　用　)

新　　任 氏　　名 備　　考

上下水道事業管理者

上下水道事業管理者 松下　浩己

部長級

内部統制担当理事 大野　敏幸 （三重県警察本部から）

担当主幹

特別滞納整理推進室特別滞納整理推進担当主幹 野村　竜

情報企画課自治体DX推進担当主幹 安藤　禎

市民交流課交通安全担当主幹 間部　智之 （三重県警察本部から）

こども支援課発達支援担当主幹(兼)児童発達支
援センター

石川　和代 言語聴覚士

事業調整室事業調整担当主幹 前川　英紀 （国土交通省から）

河川排水推進室河川担当主幹 横山　千津子 （国土交通省から）技術職(土木)

主査等

広報課主査 青木　純也

市民課主査 北角　はるか

事業推進課主査 東川　清加

一般職員

市民税課主事補 奥山　爽夏

資産税課主事補 南　慶汰

収税課主事補 北　直人

総務課主事補 加藤　智子

市民課主事補 正後　陽菜

スポーツ振興課主事補 永田　駿

環境政策課主事補 榊　浩平
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新　　任 氏　　名 備　　考

環境保全課主事補 世古　明日香

環境事業課技能員 村木　亮太 技能員(清掃員)

環境施設課技師補 吉村　優希 技術職(機械)

子育て推進課主事補 九万田　湧貴

子育て推進課主事補 鈴木　亜妃

栗真保育園保育士 山本　杏実

立誠保育園保育士 松田　さら紗

観音寺保育園保育士 藤川　真優

中央保育園保育士 前原　風優花

乙部保育園保育士 西　美織

橋南保育園保育士 山中　茄知

高茶屋保育園保育士 家城　美来

ひとみね保育園保育士 鎌倉　里紗

北部保育園保育士 坂本　友香

北口保育園保育士 多羅尾　汐里

野村保育園保育士 柘植　友希

こべき保育園保育士 福島　菜津子

安濃保育園保育士 加藤　なつみ

川合保育園保育士 橋本　愛由

白山こども園技能員 森　ひろみ 技能員(調理員)

こども支援課主事補 陣田　加奈

援護課主事補 山中　築樹

介護保険課主事補 濱口　峻

保険医療助成課主事補 林　賢吾

健康づくり課保健師(兼)中央保健センター 今井　優 技術職(保健師)

健康づくり課保健師(兼)中央保健センター 西　真子 技術職(保健師)

健康づくり課保健師(兼)久居保健センター 芝原　由衣 技術職(保健師)

都市政策課主事 松村　優里 (津商工会議所から)

26



新　　任 氏　　名 備　　考

用地･地籍調査推進課主事補 川岸　慎一朗

営繕課技師補 西　梨々子 技術職(建築)

津北工事事務所技能員(兼)津南工事事務所 加太　杜弥 技能員(技手)

津北工事事務所技師補 米田　有沙 技術職(土木)

津南工事事務所技師補 野田　耕矢 技術職(土木)

久居総合支所市民課主事補 荻野　有紀

美杉総合支所地域振興課主事補 正井　貴大

水道施設課技師補 田中　健斗 技術職(機械)

片田浄水場技能員 浅井　誠也 技能員(技手)

上下水道管理課主事補 岩﨑　慎平

教育総務課主事補 中西　翔磨

学校教育課主事補 佐野　弘奈

南立誠小学校技能員 杉本　大知 技能員(調理員)

高茶屋小学校技能員 稲垣　支乃 技能員(調理員)

久居西中学校技能員(兼)教育総務課 酒井　啓次 技能員(用務員)

久居教育事務所主事補 里中　利哉
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(　退　職　)

職　　名 氏　　名 備　　考

上下水道事業管理者

上下水道事業管理者 田村　学

部長級

市民部長 武川　明広

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

松田　千秋

農林水産部長 小畑　種稔

上下水道事業局長 松下　浩己

三重短期大学事務局長 溝田　久孝

議会事務局長 松岡　浩二

選挙管理委員会事務局選挙担当理事(兼)選挙管
理委員会事務局長

福井　泰宏

部次長級

内部統制室内部統制担当参事(兼)内部統制室長 臼井　大造 （三重県警察本部へ）

健康福祉部担当参事･三重県後期高齢者医療広域
連合派遣

樋口　智子

健康福祉部健康医療担当参事(兼)健康づくり課
長

梅林　ひとみ

建設部市営住宅担当参事 大川　祐喜

河芸総合支所長 中村　哲也

香良洲総合支所長 辻村　繁之

課長級

保険医療助成課フレイル予防推進担当副参事(兼)健康
づくり課フレイル対策調整担当副参事

竹森　さわか

健康づくり課保健指導担当副参事(兼)中央保健
センター所長

吉川　美保子

美杉総合支所地域振興課危機管理担当副参事 芝山　秀樹

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

久居教育事務所長 木下　修
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職　　名 氏　　名 備　　考

担当主幹

市民交流課交通安全担当主幹 前川　大治 （三重県警察本部へ）

子育て推進課保育担当主幹(兼)八知保育園長 稲垣　照代

援護課調整･相談･支援担当主幹 瀧　宣彦

事業調整室事業調整担当主幹 鳴尾　純一 （国土交通省へ）

津南工事事務所調整･管理担当主幹 横山　幸司

河芸総合支所地域振興課総務担当主幹(兼)地域
支援担当主幹

鈴木　たか子

芸濃総合支所市民福祉課福祉担当主幹(兼)市民
担当主幹

奥山　美幸

安芸事業所事業担当主幹 寺脇　一茂

生涯学習課文化財担当主幹 藤田　充子

担当副主幹等

市民課住民窓口担当副主幹 清水　裕子

事業調整室事業調整担当副主幹 稲垣　由香

久居総合支所地域振興課地域インフラ担当副主
幹

田中　和典

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

橋南中学校主任技能員(兼)教育総務課修繕担当
副主幹

谷中　久則

白山教育事務所教育総務担当副主幹 新屋　吉隆

主査等

市民課主査 小西　麻未

雲出保育園主査 内山　麻由子

ひとみね保育園主査 下村　響子

千里ヶ丘保育園主査 倉田　詩緒里

安濃保育園主査 中川　真理

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

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

片田浄水場浄水担当技能長 川喜田　利則
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職　　名 氏　　名 備　　考

上下水道管理課主査 川向　美佳

西郊中学校主任技能員(兼)教育総務課施設担当
技能長

古嵜　忠司

主任

大三小学校主任技能員 山﨑　千鶴子

一志教育事務所主任技能員(兼)一志学校給食セ
ンター

浅生　佳代

一般職員

ひとみね保育園保育士 東海　希美

千里ヶ丘保育園保育士 久野　佳奈

津みどりの森こども園保育教諭 北村　悠奈

こども支援課主事 西井　俊介

こども支援課主事 堀田　高史

援護課主事 太田　清也

商業振興労政課主事 水谷　聡一郎 （津商工会議所へ）

農林水産政策課主事 高橋　葵

建設政策課主事 村田　京

芸濃総合支所地域振興課主事 下里　祐太
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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

学生部長･教授 木下　誠一 教授

(　新　規　採　用　)

新　　任 氏　　名 備　　考

講師

講師 田中　武士

講師 照井　遥瑛

(　退　職　)

職　　名 氏　　名 備　　考

教授

学生部長･教授 長友　薫輝

准教授

准教授 川上　生馬

内　　示

人事異動（令和４年４月１日付け）

新規採用（令和４年４月１日付け）

退　　職（令和４年３月３１日付け）

1



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 1 1 2

部 次 長 級 1 1

課 長 級 2 1 1 4 8

担 当 主 幹 級 2 1 3

担 当 副 主 幹 1 9 6 16

幼 稚 園 長 8 1 2 11

幼 稚 園 主 任 2 1 2 5

主任養護教諭 0

幼 稚 園 教 諭 3 4 2 9

養 護 教 諭 0

計 7 2 15 1 15 15 55

　　　　　　　　人事異動(令和４年４月１日付け)

　　　　　　　　新規採用(令和４年４月１日付け)　　　職員数集計表

　　　　　　　　退　　職(令和４年３月３１日付け)

津市教育委員会(教職関係)



新　　任 氏　　名 旧　　任

部長級

昇任

教育委員会事務局学校教育･人権教育担当理事 伊藤　雅子
教育委員会事務局教育研究支援担当参事(兼)教育研
究支援課長

課長級

配置換等

学校教育課幼児教育課程担当副参事 村木　美智子
子育て推進課こども園担当副参事(兼)白山こども園
長

昇任

教育研究支援課長 奥田　幸伸 教育研究支援課生徒指導･保健担当主幹･指導主事

教育研究支援課教育研究･情報教育担当副参事 堀内　晋三 学校教育課教職員担当主幹･管理主事

人権教育課長 鈴木　武史 人権教育課調整･人権教育担当主幹･指導主事

担当主幹

昇任

学校教育課教職員担当主幹･管理主事 北川　健太郎 学校教育課教職員担当副主幹･管理主事

人権教育課調整･人権教育担当主幹･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

担当副主幹

配置換等

学校教育課教職員担当副主幹･管理主事 河合　直哉 教育研究支援課生徒指導･保健担当副主幹･指導主事

幼稚園長

配置換等

子育て推進課保育担当主幹(兼)雲出保育園長(併)学
校教育課

久保田　智子 川合幼稚園長

内　　示
人事異動（令和４年４月１日付け）

新規採用（令和４年４月１日付け）

退　　職（令和４年３月３１日付け）

津市教育委員会（教職関係）

1



新　　任 氏　　名 旧　　任

子育て推進課こども園担当主幹(兼)一志こども園副
園長

足立　深幸 南立誠幼稚園長(兼)南立誠幼稚園主任

南立誠幼稚園長 荒木　啓子 のむら幼稚園長

大里幼稚園長 早川　亜希子 大里幼稚園長(兼)大里幼稚園主任

巽ヶ丘幼稚園長 瀨古口　あゆみ 学校教育課幼児教育課程担当副参事

のむら幼稚園長 前川　佳子 巽ヶ丘幼稚園長

みさと幼稚園長 別府　和美 上野幼稚園長(兼)上野幼稚園主任

明合幼稚園長 押川　弘枝
子育て推進課保育担当主幹(兼)立誠保育園長(併)学
校教育課

川合幼稚園長 大市　尚美
子育て推進課保育担当主幹(兼)乙部保育園長(併)学
校教育課

幼稚園主任

配置換等

津みどりの森こども園副主幹主任保育教諭 新　ゆかり 戸木幼稚園主任

戸木幼稚園主任 浦田　友絵 津みどりの森こども園副主幹主任保育教諭

昇任

南立誠幼稚園主任 池田　雅子 南立誠幼稚園教諭

大里幼稚園主任 上村　由紀子 大里幼稚園教諭

安濃幼稚園主任 長谷川　麻友美 白山こども園主査

幼稚園教諭

配置換等

津みどりの森こども園主査 東山　奈穂子 高茶屋幼稚園教諭

川合幼稚園教諭 片岡　みずき みさと幼稚園教諭

川合幼稚園教諭 林　高子 桃園幼稚園教諭

2



(　新　規　採　用　等　)
新　　任 氏　　名 備　　考

部次長級

教育委員会事務局教育推進担当参事(兼)学校教育課
長

松本　幸也

担当主幹

教育研究支援課生徒指導･保健担当主幹･指導主事 岡田　興昌

担当副主幹

教育総務課経理･指導担当副主幹 水野　容子

学校教育課教職員担当副主幹･管理主事 家﨑　美佳

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

森岡　良平

教育研究支援課教育支援担当副主幹･指導主事 金子　友昭

教育研究支援課生徒指導･保健担当副主幹･指導主事 平　充央

人権教育課人権教育担当副主幹･指導主事 石山　愛

人権教育課人権教育担当副主幹･指導主事(兼)白山
教育事務所

後藤　美保

人権教育課人権教育担当副主幹･指導主事 古市　隆仁

生涯学習課青少年担当副主幹(兼)青少年センター 廣崎　元昭

併任

(併)教育研究所研修員(併)教育研究所 濱口　美佐

(併)教育研究主事(併)教育研究所(併)教育支援セン
ターふれあい教室指導員

須田　晋平

(併)教育研究主事(併)教育研究所(併)教育支援セン
ターほほえみ教室指導員

加藤　美穂

幼稚園教諭

高茶屋幼稚園教諭 中村　果穂

巽ヶ丘幼稚園教諭 高橋　このみ

桃園幼稚園教諭 竹島　杏

みさと幼稚園教諭 西川　有紀
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(　退　職　)
職　　名 氏　　名 備　　考

部長級

教育委員会事務局学校教育･人権教育担当理事 片岡　長作 （一志西小学校長へ）

課長級

学校教育課長 臼井　正昭 （東観中学校長へ）

教育研究支援課教育研究･情報教育担当副参事 敷地　哲也 （芸濃中学校長へ）

人権教育課長 金児　由美 （川口小学校長へ）

生涯学習課青少年担当副参事 上野毛戸　靖人 （美杉小学校長へ）

担当副主幹

教育総務課経理･指導担当副主幹 西田　睦美 （久居中学校主幹へ）

学校教育課教職員担当副主幹･管理主事 小林　正 （三重県教育委員会へ）

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 （西が丘小学校教諭へ）

教育研究支援課教育支援担当副主幹･指導主事 伊東　和彦 （桃園小学校教頭へ）

人権教育課人権教育担当副主幹･指導主事 山本　順子 （豊津小学校教諭へ）

人権教育課人権教育担当副主幹･指導主事(兼)白山
教育事務所

芳岡　哲親 （成美小学校教頭へ）

幼稚園長

みさと幼稚園長 笠井　ゆかり

明合幼稚園長 長谷川　弘子

併任解除

(併)教育研究所研修員(併)教育研究所 片田　俊二 （香良洲小学校教頭へ）

(併)教育研究主事(併)教育研究所(併)教育支援セン
ターふれあい教室指導員

森田　直樹 （中勢児童相談所へ）

(併)教育研究主事(併)教育研究所(併)教育支援セン
ターほほえみ教室指導員

北古賀　智子 （戸木小学校教諭へ）

幼稚園教諭

上野幼稚園教諭 見取　恵梨
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職　　名 氏　　名 備　　考

村主幼稚園教諭 中村　友香
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育休代替任期付職員（教職関係）

(　新　規　採　用　)
職　　名 氏　　名 備　　考

幼稚園教諭

のむら幼稚園教諭 上村　智佳子

(　退　職　)
職　　名 氏　　名 備　　考

幼稚園教諭

高茶屋幼稚園教諭 恒松　洋哉

のむら幼稚園教諭 安江　和枝

豊津幼稚園教諭 市川　麻里

上野幼稚園教諭 前田　実子

内　　示
新規採用（令和４年４月１日付け）

退　　職（令和４年３月３１日付け）

1



内　　　　示

津　市　消　防



人 事 異 動 （令和４年４月１日付け）
新 規 採 用 （令和４年４月１日付け）　職員数集計表
退　　　   職 （令和４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 2 2 4

部 次 長 級 2 1 1 4

課 長 級 3 11 14

担 当 主 幹 級 4 5 18 27

担当副主幹等
（消防司令補）

4 4 31 6 1 46

主 査
(消防司令補）

1 4 15 2 22

主 査
( 消 防 士 長 ）

7 5 33 1 46

消 防 士 長 2 2 4

消 防 士 32 1 6 1 40

計 19 27 143 11 6 3 209

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 長脇　勝 消防次長

部長級

配置換等

消防次長 消防監 田中　秀浩
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 中川　達也
消防本部広域災害応受援担当理事(兼)中
消防署長

昇任

市長部局 下里　秀紀
消防本部消防団担当参事(併)危機管理部
担当参事

消防本部広域災害応受援担当理事(兼)中
消防署長

消防監 小菅　聖志 北消防署長

部次長級

配置換等

消防本部調査担当参事(兼)消防救急課長 消防監 岸田　陽次
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

北消防署長 消防監 岡　孝明 消防本部調査担当参事(兼)通信指令課長

昇任

消防本部消防団担当参事 任消防監 舟田　公徳 消防団統括室長

消防本部調査担当参事(兼)通信指令課長 任消防監 野田　巧 通信指令課情報管理担当副参事

課長級

配置換等

消防総務課消防政策担当副参事(併)危機
管理課担当副参事

山口　滋人 人権課長

消防救急課警防担当副参事(兼)消防防災
指導センター長

消防司令長 勝谷　公起 北消防署副署長

消防団統括室長 消防司令長 鎌田　直人 北消防署河芸分署長

通信指令課情報管理担当副参事 消防司令長 岡　大介 消防総務課消防政策担当副参事

中消防署庶務予防担当副参事 消防司令長 長尾　浩伸 北消防署芸濃分署長

内　　示
人事異動(令和４年４月１日付け)

新規採用(令和４年４月１日付け)

退　　職(令和４年３月３１日付け)
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新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

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

北消防署副署長 消防司令長 宮本　真二 久居消防署副署長

北消防署河芸分署長 消防司令長 内山　雅治 中消防署安濃分署長

久居消防署副署長 消防司令長 伊藤　一弥 久居消防署指揮隊長(兼)消防救急課

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

久居消防署美里分署長 消防司令長 小倉　裕史 通信指令課指令官

昇任

通信指令課指令官 任消防司令長 宮田　憲一 予防課調整･設備担当主幹

中消防署安濃分署長 任消防司令長 阪　茂明
消防総務課調整･消防管理担当主幹(兼)企
画員

北消防署芸濃分署長 任消防司令長 佐藤　敦 消防救急課調整･警防担当主幹

担当主幹級

配置換等

予防課危険物担当主幹 消防司令 横山　匠 白山消防署消防担当主幹

予防課違反指導担当主幹 消防司令 松本　淳 中消防署指揮司令(兼)消防救急課

消防救急課消防救助担当主幹 消防司令 澤　剛寛 通信指令課副指令官

通信指令課副指令官 消防司令 田子　元規 久居消防署指揮司令(兼)消防救急課

中消防署指揮司令(兼)消防救急課 消防司令 宮坂　千秋 予防課危険物担当主幹

中消防署指揮司令(兼)消防救急課･消防総
務課

消防司令 横山　博
久居消防署調整･庶務予防担当主幹(兼)消
防総務課

中消防署西分署担当主幹(兼)消防総務課 消防司令 東　悟史
久居消防署指揮司令(兼)消防救急課･消防
総務

中消防署西分署担当主幹 消防司令 鈴木　元也 久居消防署指揮司令(兼)消防救急課

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

北消防署消防担当主幹 消防司令 佐藤　公則 白山消防署消防担当主幹

久居消防署調整･庶務予防担当主幹 消防司令 山路　光治 中消防署調整･庶務予防担当主幹

久居消防署指揮司令(兼)消防救急課 消防司令 高岡　敦 久居消防署消防担当主幹(兼)消防救急課

久居消防署指揮司令(兼)消防救急課 消防司令 増田　裕彦 久居消防署消防担当主幹(兼)消防救急課

久居消防署指揮司令(兼)消防救急課 消防司令 村上　義典 消防団統括室消防団担当主幹

久居消防署南分署担当主幹 消防司令 花井　譲 中消防署指揮司令(兼)消防救急課

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

白山消防署消防担当主幹 消防司令 小坂　健介 北消防署消防担当主幹

白山消防署消防担当主幹 消防司令 槇田　功 通信指令課副指令官
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新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

昇任

消防総務課調整･消防管理担当主幹(兼)企
画員

消防司令 草深　洋成 消防総務課消防管理担当副主幹

消防総務課消防政策担当主幹 消防司令 西尾　朋也 消防総務課消防政策担当副主幹

予防課調整･設備担当主幹 消防司令 谷　真 消防総務課消防管理担当副主幹

消防救急課調整･警防担当主幹 消防司令 平子　泰史 予防課違反指導担当副主幹

中消防署調整･庶務予防担当主幹 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

久居消防署消防担当主幹(兼)消防救急課 消防司令 伊藤　勇希 消防救急課消防救助担当副主幹

久居消防署南分署担当主幹 消防司令 松田　憲晃 白山消防署消防担当副主幹

消防団統括室消防団担当主幹 任消防司令 前野　雄二 消防団統括室消防団担当副主幹

久居消防署消防担当主幹(兼)消防救急課 任消防司令 武田　昌泰 久居消防署消防担当副主幹

担当副主幹等(消防司令補)

配置換等

消防総務課消防管理担当副主幹(兼)通信
指令課情報管理担当副主幹

消防司令補 中嶋　勇輔 消防総務課消防管理担当副主幹

消防総務課消防管理担当副主幹 消防司令補 松本　栄司 消防救急課警防担当副主幹

予防課危険物担当副主幹 消防司令補 髙橋　直通 北消防署芸濃分署担当副主幹

通信指令課通信指令担当副主幹 消防司令補 岸江　大輔 北消防署河芸分署副分署長

通信指令課通信指令担当副主幹 消防司令補 村主　充孝 久居消防署美里分署副分署長

中消防署消防担当副主幹 消防司令補 青木　勝也 白山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 柏　直樹 久居消防署南分署副分署長

中消防署消防担当副主幹 消防司令補 﨑　隆敏 白山消防署消防担当副主幹

中消防署西分署副分署長 消防司令補 上川　由昌 中消防署西分署担当副主幹

中消防署西分署副分署長(兼)消防総務課 消防司令補 鯖戸　利宏
中消防署西分署担当副主幹(兼)消防総務
課

中消防署安濃分署副分署長 消防司令補 藤田　猛美 久居消防署消防担当副主幹

北消防署消防担当副主幹 消防司令補 伊藤　元也 北消防署河芸分署担当副主幹

北消防署消防担当副主幹 消防司令補 山口　省治 久居消防署南分署担当副主幹

北消防署消防担当副主幹 消防司令補 山路　武典 久居消防署美里分署副分署長

北消防署河芸分署副分署長 消防司令補 𠮷岡　英幸 白山消防署消防担当副主幹

北消防署河芸分署担当副主幹 消防司令補 岡部　尚司 北消防署消防担当副主幹

北消防署芸濃分署副分署長 消防司令補 澤田　司 久居消防署香良洲分遣所担当副主幹

北消防署芸濃分署副分署長 消防司令補 吉田　拓哉 北消防署芸濃分署担当副主幹

北消防署芸濃分署担当副主幹 消防司令補 大田　和宏 通信指令課通信指令担当副主幹
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新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

北消防署芸濃分署担当副主幹 消防司令補 小瀬古　重樹 北消防署消防担当副主幹

久居消防署消防担当副主幹 消防司令補 牛場　明広 北消防署消防担当副主幹

久居消防署消防担当副主幹(兼)消防総務
課

消防司令補 松田　泰
北消防署芸濃分署担当副主幹(兼)消防総
務課

久居消防署南分署副分署長 消防司令補 伊東　賢一 中消防署西分署副分署長

久居消防署南分署担当副主幹 消防司令補 市川　健 中消防署安濃分署副分署長

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

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

久居消防署香良洲分遣所担当副主幹 消防司令補 池村　光弘 北消防署芸濃分署副分署長

久居消防署香良洲分遣所担当副主幹 消防司令補 森　正克 久居消防署消防担当副主幹

白山消防署消防担当副主幹 消防司令補 大市　昌広 中消防署消防担当副主幹

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

白山消防署消防担当副主幹 消防司令補 杉谷　友宏 中消防署西分署副分署長

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

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

白山消防署美杉分署副分署長 消防司令補 服部　真 白山消防署一志分署担当副主幹

白山消防署美杉分署担当副主幹 消防司令補 岸江　伸悟 久居消防署香良洲分遣所担当副主幹

白山消防署美杉分署担当副主幹 消防司令補 田村　和也
白山消防署美杉分署担当副主幹(兼)消防
総務課

白山消防署美杉分署担当副主幹 消防司令補 萩野　哲也 通信指令課通信指令担当副主幹

昇任

通信指令課通信指令担当副主幹 消防司令補 川邊　雅裕 北消防署(芸濃分署)主査

中消防署消防担当副主幹(兼)消防救急課 消防司令補 川口　展人 久居消防署(消防担当)主査

久居消防署消防担当副主幹 消防司令補 白井　佳史 久居消防署(南分署)主査

久居消防署美里分署副分署長 消防司令補 岸田　龍也 通信指令課主査

久居消防署美里分署担当副主幹 消防司令補 洞口　貴光 久居消防署(美里分署)主査

久居消防署香良洲分遣所担当副主幹 消防司令補 岡田　昌成 久居消防署(香良洲分遣所)主査

白山消防署一志分署担当副主幹 消防司令補 野呂　遠也 白山消防署(一志分署)主査

白山消防署一志分署担当副主幹 消防司令補 若林　久史 白山消防署(一志分署)主査

主査(消防司令補)

配置換等

消防総務課主査 消防司令補 西出　慶太 予防課主査

4



新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

東京事務所主査･東京消防庁派遣(併)消防
総務課主査

消防司令補 川北　裕貴 危機管理課主査(併)消防総務課主査

予防課主査 消防司令補 小山　雅司
東京事務所主査･東京消防庁派遣(併)消防
総務課主査

通信指令課主査 消防司令補 井上　拓也 中消防署(消防担当)主査

中消防署(庶務予防担当)主査 消防司令補 加藤　修治 白山消防署(美杉分署)主査

中消防署(消防担当)主査 消防司令補 妹尾　典宏 北消防署(消防担当)主査

中消防署(西分署)主査 消防司令補 大原　康也 北消防署(河芸分署)主査

中消防署(安濃分署)主査(兼)消防総務課 消防司令補 岡　珠理 久居消防署(南分署)主査(兼)消防総務課

中消防署(安濃分署)主査 消防司令補 山本　文章 中消防署(消防担当)主査

北消防署(消防担当)主査 消防司令補 西田　慎 通信指令課主査

北消防署(河芸分署)主査(兼)予防課主査 消防司令補 前川　暁 北消防署(河芸分署)主査

北消防署(芸濃分署)主査 消防司令補 松下　来師
北消防署(芸濃分署)主査(兼)消防救急課
主査

久居消防署(消防担当)主査 消防司令補 稲垣　孝典
白山消防署(消防担当)主査(兼)消防救急
課主査

久居消防署(南分署)主査(兼)消防総務課 消防司令補 笹村　晶紀 中消防署(安濃分署)主査(兼)消防総務課

久居消防署(美里分署)主査(兼)消防総務
課

消防司令補 内藤　貴人
久居消防署(消防担当)主査(兼)消防総務
課

白山消防署(消防担当)主査 消防司令補 前川　寿宏 中消防署(西分署)主査

白山消防署(一志分署)主査 消防司令補 田阪　有記 白山消防署(消防担当)主査

昇任

消防救急課主査 任消防司令補 村田　圭 久居消防署(消防担当)消防士長

中消防署(消防担当)主査(兼)消防総務課 任消防司令補 稲生　博昭 中消防署(安濃分署)主査(兼)消防総務課

中消防署(消防担当)主査(兼)消防総務課 任消防司令補 上田　隆広 中消防署(消防担当)主査(兼)消防総務課

中消防署(消防担当)主査 任消防司令補 溝口　裕紀 久居消防署(南分署)主査

久居消防署(消防担当)主査 任消防司令補 野呂　佳宏 北消防署(消防担当)主査

主査(消防士長)

配置換等

消防総務課主査(兼)消防団統括室主査 消防士長 倉田　拓起 消防救急課主査(兼)消防総務課

消防総務課主査 消防士長 鳴海　智紀 予防課主査(兼)消防総務課

危機管理課主査(併)消防総務課主査 消防士長 鈴木　悠介 中消防署(庶務予防担当)主査

消防救急課主査 消防士長 小野　麻衣 久居消防署(庶務予防担当)主査

通信指令課主査 消防士長 辻󠄀　智博 北消防署(河芸分署)主査

通信指令課主査 消防士長 水平　拓 白山消防署(美杉分署)主査
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新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

中消防署(消防担当)主査 消防士長 谷口　友朗 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 服部　祐輝 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 山本　真和 中消防署(安濃分署)主査

中消防署(安濃分署)主査 消防士長 岸江　康平 白山消防署(美杉分署)主査

中消防署(安濃分署)主査(兼)消防総務課 消防士長 是次　剛
白山消防署(一志分署)主査(兼)消防総務
課

中消防署(安濃分署)主査 消防士長 藤原　辰也 消防救急課主査

北消防署(消防担当)主査 消防士長 長谷　法之 白山消防署(消防担当)主査

北消防署(消防担当)主査(兼)消防救急課
主査

消防士長 前田　悠輔 北消防署(消防担当)主査

北消防署(消防担当)主査 消防士長 山路　英和 中消防署(安濃分署)主査

北消防署(消防担当)主査 消防士長 山本　修豪 久居消防署(消防担当)主査

北消防署(河芸分署)主査 消防士長 杉本　俊之 久居消防署(南分署)主査

北消防署(河芸分署)主査 消防士長 羽田　雄作 中消防署(消防担当)主査

北消防署(芸濃分署)主査 消防士長 山舗　俊介 北消防署(消防担当)主査

久居消防署(消防担当)主査 消防士長 市川　智久 北消防署(消防担当)主査

久居消防署(消防担当)主査 消防士長 谷　忠博 久居消防署(美里分署)主査

久居消防署(消防担当)主査 消防士長 津幡　創 中消防署(消防担当)主査

久居消防署(南分署)主査 消防士長 神田　敦史 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 田中　康介 白山消防署(消防担当)主査

久居消防署(南分署)主査(兼)消防総務課 消防士長 吉田　豊
白山消防署(消防担当)主査(兼)消防総務
課

久居消防署(美里分署)主査 消防士長 小西　正人 北消防署(消防担当)主査

久居消防署(美里分署)主査 消防士長 坂口　裕紀 中消防署(消防担当)主査

白山消防署(消防担当)主査 消防士長 東　直紀 白山消防署(美杉分署)主査

白山消防署(消防担当)主査 消防士長 小川　浩史 久居消防署(南分署)主査

白山消防署(消防担当)主査(兼)消防総務
課

消防士長 川口　勇気
白山消防署(一志分署)主査(兼)消防総務
課

白山消防署(消防担当)主査(兼)消防救急
課主査･消防総務課

消防士長 川添　雄太
久居消防署(消防担当)主査(兼)消防総務
課

白山消防署(美杉分署)主査 消防士長 奥山　浩司 北消防署(河芸分署)主査

白山消防署(美杉分署)主査(兼)消防総務
課

消防士長 細野　彰彦 中消防署(安濃分署)主査(兼)消防総務課

白山消防署(美杉分署)主査 消防士長 前川　敦史 白山消防署(消防担当)主査

昇任

予防課主査 消防士長 丹羽　宏将 予防課消防士長

中消防署(消防担当)主査 消防士長 荒木　崇裕 中消防署(消防担当)消防士長

6



新　　　　　任 階　　　　級 氏　　　　名 旧　　　　　任

中消防署(消防担当)主査 消防士長 石河　千晶 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 水谷　賢嗣 中消防署(消防担当)消防士長

中消防署(西分署)主査 消防士長 赤塚　雅人 中消防署(西分署)消防士長

北消防署(河芸分署)主査 消防士長 猪田　智則 久居消防署(南分署)消防士長

北消防署(河芸分署)主査 消防士長 中西　則文 久居消防署(消防担当)消防士長

久居消防署(庶務予防担当)主査 消防士長 石田　香苗 消防総務課消防士長

中消防署(庶務予防担当)主査(兼)予防課
主査

任消防士長 稲垣　真育 白山消防署(消防担当)消防士

北消防署(芸濃分署)主査 任消防士長 奥元　健太 北消防署(芸濃分署)消防士

白山消防署(消防担当)主査 任消防士長 吉村　将秀 白山消防署(消防担当)消防士

白山消防署(美杉分署)主査(兼)予防課主
査

任消防士長 山内　大徳 白山消防署(美杉分署)消防士

担当(消防士長)

昇任

北消防署(消防担当)消防士長 任消防士長 中山　脩斗 中消防署(安濃分署)消防士

久居消防署(消防担当)消防士長 任消防士長 西谷　昂 久居消防署(消防担当)消防士

久居消防署(南分署)消防士長(兼)消防総
務課

任消防士長 藤原　重信
中消防署(消防担当)消防士(兼)消防総務
課

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

担当(消防士)

配置換等

市長部局 野々垣　諭 消防総務課主事(併)危機管理課

消防総務課消防士 消防士 渡部　恭大 久居消防署(南分署)消防士

消防救急課消防士 消防士 小田　祐太 久居消防署(消防担当)消防士

消防団統括室主事(併)危機管理課 阪井　晋 教育総務課主事

中消防署(消防担当)消防士 消防士 大森　樹生 久居消防署(南分署)消防士

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

中消防署(消防担当)消防士 消防士 増岡　晃 中消防署(西分署)消防士

中消防署(消防担当)消防士(兼)消防総務
課

消防士 吉田　玖子
白山消防署(消防担当)消防士(兼)消防総
務課

中消防署(西分署)消防士 消防士 赤松　真ノ介 北消防署(消防担当)消防士

中消防署(西分署)消防士 消防士 臼井　鴻 中消防署(消防担当)消防士

中消防署(西分署)消防士 消防士 髙橋　昂大 白山消防署(美杉分署)消防士

中消防署(西分署)消防士(兼)消防総務課 消防士 德山　達也 中消防署(西分署)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 川合　淳也 中消防署(消防担当)消防士

中消防署(安濃分署)消防士 消防士 黒田　翔太 久居消防署(消防担当)消防士

中消防署(安濃分署)消防士 消防士 髙山　卓也 白山消防署(一志分署)消防士

中消防署(安濃分署)消防士 消防士 辻原　幸哉 中消防署(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 西村　永亮 中消防署(西分署)消防士

北消防署(河芸分署)消防士 消防士 加藤　亮太 久居消防署(南分署)消防士

北消防署(芸濃分署)消防士 消防士 向井　翔也 北消防署(河芸分署)消防士

久居消防署(庶務予防担当)消防士 消防士 小西　景子 中消防署(消防担当)消防士

久居消防署(消防担当)消防士 消防士 大平　真也 中消防署(消防担当)消防士

久居消防署(消防担当)消防士 消防士 関山　壮太 久居消防署(美里分署)消防士

久居消防署(消防担当)消防士 消防士 高山　麻海 消防総務課消防士

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

久居消防署(消防担当)消防士 消防士 田中　皆人 北消防署(河芸分署)消防士

久居消防署(消防担当)消防士 消防士 前田　太輝 中消防署(安濃分署)消防士

久居消防署(南分署)消防士 消防士 大西　翔太 中消防署(西分署)消防士

久居消防署(南分署)消防士 消防士 𠮷川　千穂 久居消防署(消防担当)消防士

久居消防署(美里分署)消防士 消防士 山分　風司郎 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 宮下　和真 久居消防署(美里分署)消防士

白山消防署(一志分署)消防士 消防士 福壽　泰二 中消防署(安濃分署)消防士

白山消防署(一志分署)消防士 消防士 松本　将成 中消防署(消防担当)消防士

白山消防署(一志分署)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(兼)消防総
務課
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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 岩田　龍弥

中消防署(消防担当)消防士 任消防士 長谷川　貴章

中消防署(消防担当)消防士 任消防士 山本　樹

久居消防署(消防担当)消防士 任消防士 青木　宏斗

久居消防署(消防担当)消防士 任消防士 稲尾　琉聖

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

局長級

消防長 消防正監 佐藤　昭人

担当副主幹

北消防署芸濃分署副分署長 任消防司令 辻󠄀井　敦也

担当(消防士)

通信指令課消防士 消防士 位田　地哉
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