
       人事異動
新 旧

　　〔小樽市辞令〕

　　　（部長職）

会計管理者 会計室長 宮腰　裕二

小樽第二病院　医局医療部長 新採用 髙橋　明弘

　　〔小樽市教育委員会辞令〕

　　　（次長職）

教育部次長 教育部　学校教育課長 川田　利幸

教育部　指導室長 教育部　指導室主幹 寺澤　真

　　〔小樽市辞令〕

　　　（課長職）

葬斎場長 市民会館長 高橋　康文

福祉部主幹
福祉部　地域包括支援センター準備室主
幹

秋野　恵美子

福祉部　介護保険課長 福祉部主幹 吉岡　宏幸

保健所主幹 小樽第二病院　医局　検査科主幹 三浦　紀行

建設部主幹 環境部主幹（北しりべし広域連合派遣） 辻村　憲一

港湾部　港湾整備室主幹
港湾部　港湾整備室主幹（石狩湾新港派
遣）

白畑　博信

港湾部　港湾整備室主幹（石狩湾新港派
遣）

港湾部　港湾整備室主査 佐藤　文俊

小樽病院　医局　放射線科放射線技師長 小樽病院　医局　放射線科主幹 今井　孝一

小樽病院　医局　放射線科主幹
小樽病院　医局　放射線科主任放射線技
師

阿部　俊男

小樽病院　看護部看護師長 小樽病院　看護部主任看護師 日下　亮子

小樽病院　地域医療連携室主幹 小樽病院　看護部看護師長 金谷　順子

小樽第二病院　医局　脳神経外科医長 新採用 新谷　好正

小樽第二病院　医局　精神科・神経科医
長

新採用 才野　均

小樽第二病院　医局　検査科主幹 保健所主幹 原田　稔

小樽第二病院　薬局薬剤長 小樽病院　薬局主任薬剤師 白井　博

　　〔小樽市教育委員会辞令〕

　　　（課長職）

平成19年4月1日付

氏 名
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平成19年4月1日付

氏 名

教育部　指導室主幹 新採用 藤崎　淳

　　〔小樽市辞令〕

　　　（係長職）

経済部　観光振興室主査（小樽観光協会
派遣）

経済部　観光振興室主査 渡部　一博

市民部　総合サービスセンター主査 市民会館事務長 成田　勉

手宮保育所長 手宮保育所 稲葉　満喜子

赤岩保育所長 奥沢保育所長 大泉　寿美代

奥沢保育所長 手宮保育所長 齋藤　かよ子

保健所　健康増進課主査 保健所　健康増進課 山本　直美

保健所　健康増進課主査
小樽第二病院　医局　検査科主任検査技
師

印牧　満

建設部　建築指導課主査
環境部　管理課主査（北しりべし広域連合
派遣）

中西　浩一

小樽病院　医局　検査科主査 小樽病院　医局　検査科 中村　靖広

小樽病院　薬局主査 小樽病院　薬局 入山　美知

小樽病院　看護部主査 小樽病院　看護部 佐武　明人

小樽病院　事務局　総務課　管理係長 建設部　建築住宅課主査 白浜　敏博

小樽第二病院　医局　放射線科主査 小樽第二病院　医局　放射線科 宮永　博志

小樽第二病院　医局　検査科主査 小樽第二病院　医局　検査科 西尾　英樹

小樽第二病院　薬局主査 小樽第二病院　薬局 本間　真樹子

小樽第二病院　看護部主査 小樽第二病院　看護部 高野　恵

小樽第二病院　地域医療連携室主査 小樽第二病院　看護部主任看護師 佐藤　節子

　　〔小樽市教育委員会辞令〕

　　　（係長職）

教育部　総務管理課主査 市民会館主査 新谷　秀光

教育部　指導室主査 新採用 大山　倫生

教育部　生涯学習課主査 教育部　生涯スポーツ課主査 齋藤　隆明

教育部　新博物館開設準備室主査 新採用 佐藤　卓司

室内水泳プール事務長 市民センター事務長 後藤　康之
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　　〔小樽市消防本部辞令〕

　　　（係長職）

消防司令

永井　文敏

　　〔小樽市辞令〕

　　　（主任職・一般職）

財政部　資産税課　家屋第１係 建設部　維持課　道路維持第２係 早川　英樹

経済部　観光振興室 （小樽観光協会派
遣）

経済部　観光振興室 菊地　和也

経済部　観光振興室 （小樽観光協会派
遣）

市民会館 鈴木　龍介

経済部　水産課　水産係 建設部　維持課　道路維持第２係 砂原　孝志

市民部　総合サービスセンター　戸籍窓口
係

市民センター 西村　理津子

市民部　生活安全課　交通安全対策係 建設部　維持課　道路維持第２係 中野　英樹

手宮保育所 赤岩保育所 東田　明美

手宮保育所 奥沢保育所 辻　万里

手宮保育所 真栄保育所 阿波　友美

手宮保育所 赤岩保育所 三盃　洋子

赤岩保育所 真栄保育所 細田　真樹子

赤岩保育所 長橋保育所 林　裕夏

赤岩保育所 手宮保育所 平中　敏子

奥沢保育所 銭函保育所 大泉　ゆきえ

奥沢保育所 手宮保育所 中澤　泉

真栄保育所 銭函保育所 増田　明美

真栄保育所 赤岩保育所 本間　文子

長橋保育所 奥沢保育所 深川　理恵

銭函保育所 手宮保育所 小川　和代

銭函保育所 最上保育所 後藤　一恵

最上保育所 赤岩保育所 佐々木　英理子

消防署　長橋出張所長（乙部） 消防署　長橋出張所長（甲部）
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氏 名

環境部　廃棄物事業所　収集業務係 建設部　維持課　道路維持第２係 高木　康志

環境部　廃棄物事業所　し尿処理係 望洋台中学校 横山　俊一

建設部　用地管理課　占用指導係 建設部　維持課　道路維持第２係 小林　昌弘

小樽病院　医局　内科 新採用 本間　賢太

小樽病院　医局　泌尿器科 新採用 橋本　晃佳

小樽病院　医局　泌尿器科 新採用 菅野　由岐子

小樽病院　医局　眼科 新採用 吉田　香織

小樽病院　医局　放射線科 新採用 若山　季樹

小樽病院　薬局 新採用 桐越　慶

小樽病院　看護部 新採用 佐井　依子

小樽病院　看護部 新採用 西澤　光雄

小樽第二病院　医局　循環器科 新採用 横山　豊

小樽第二病院　医局　脳神経外科 新採用 宮本　倫行

小樽第二病院　医局　精神科・神経科 新採用 山中　啓義

小樽第二病院　医局　検査科 保健所　健康増進課 小助川　真樹

小樽第二病院　地域医療連携室 新採用 三田　学

小樽第二病院　医療情報管理室 新採用 阿畠　亮

　　〔小樽市教育委員会辞令〕

　　　（主任職・一般職）

教育部　総務管理課　管理係 学校給食新光共同調理場 佐藤　光希子

教育部　学校給食課　学校給食係 小樽第二病院　事務局　栄養管理係 京谷　貴子

教育部　生涯学習課 市民会館 小野　弘一朗

教育部　新博物館開設準備室 建設部　維持課　道路維持第２係 深澤　勝明

祝津小学校 桂岡小学校 越智　敏晴

幸小学校 桜小学校 沖野　広明

北手宮小学校 北山中学校 池田　茂子
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氏 名

手宮西小学校 朝里小学校 岩根　政之

稲穂小学校 入船小学校 清水　卓夫

花園小学校 稲穂小学校 平井　昭弘

入船小学校 長橋中学校 米沢　和正

桜小学校 幸小学校 飯岡　茂

朝里小学校 北山中学校 坂本　直生

桂岡小学校 向陽中学校 川合　浩二

北山中学校 学校給食新光共同調理場 早坂　恵美子

北山中学校 建設部　維持課　道路維持第２係 五十嵐　洋

向陽中学校 祝津小学校 瀬川　裕康

望洋台中学校 手宮西小学校 渡辺　宏之

　　〔小樽市消防本部辞令〕

　　　（主任職・一般職）

消防士

堀江　昌史

消防士

笹森　聡
消防本部　総務課 新採用

消防本部　総務課 新採用
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平成19年4月1日

保健所　健康増進課長 保健所次長事務取扱

建設部　用地管理課長 建設部次長事務取扱

建設部　宅地課長 建設部次長事務取扱

水道局　水処理センター所長 水道局次長（原田）事務取扱

教育部　学校教育課長 教育部次長（川田）事務取扱

総務部　職員課　厚生係長 総務部　職員課長事務取扱

公設青果地方卸売市場事務長 公設青果地方卸売市場長事務取扱

建設部　用地管理課　占用指導係長 建設部次長事務取扱

建設部　宅地課　開発指導係長 建設部次長事務取扱

建設部　維持課　公園維持係長 建設部　維持課長事務取扱

学校給食オタモイ共同調理場事務長 学校給食オタモイ共同調理場長事務取扱

消防署　長橋出張所副所長（甲部） 消防署警備１課長事務取扱

消防署　塩谷出張所長（乙部） 消防署警備２課長事務取扱

平成19年4月1日

小樽病院　地域医療連携室長 小樽病院副院長（川俣）兼務

小樽第二病院　地域医療連携室長 小樽第二病院　医局医療部長（田宮）兼務

小樽第二病院　医療情報管理室長 小樽第二病院　医局医療部長（髙橋）兼務

小樽病院　事務局主幹 小樽病院　医局　検査科主幹兼務

教育部　生涯スポーツ課主査 教育部　生涯学習課主査（齋藤）兼務

事務取扱

兼務
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平成19年4月1日

市民センター館長 市民会館長兼務解除

市民センター 市民会館（鈴木）兼務解除

地域包括支援センター準備室主幹（高橋） 福祉部主幹（高橋）兼務解除

地域包括支援センター準備室主査 福祉部　介護保険課主査兼務解除

地域包括支援センター準備室 福祉部　介護保険課　計画係（菊地）兼務解除

兼務解除
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所　　　　　　属 所　　　　　　属

　　　（部長職） 建設部　宅地課　開発指導係長 笹山　時彦

小樽第二病院　医局医療部長 村井　宏 建設部　維持課　公園維持係長 那須　國裕

　　　（次長職）
教育部　生涯学習課主任社会教育
主事

本田　亨

福祉部副参事 齋藤　裕 教育部　指導室主任指導主事 若林　晋

教育部次長 川原　静雄 室内水泳プール事務長 原口　一則

教育部　指導室長 早川　紀美 教育部　新博物館開設準備室主査 福島　敏真

　　　（課長職）
学校給食オタモイ共同調理場事務
長

西澤　宏義

葬斎場長 牧野　豊 消防署　長橋出張所副所長 綱本　善夫

保健所　健康増進課長 赤川　晃一 消防署　塩谷出張所長 井山　政昭

保健所主幹 菊池　正秋 水道局　料金課主査 富樫　孝志

建設部　用地管理課長 安藤　孝正 水道局　管路維持課主任 佐々木　徳美

建設部　宅地課長 冨樫　和憲 小樽病院　看護部主任看護師 本田　澄惠

建設部主幹 佐藤　泰典 小樽病院　看護部主任看護師 八幡　千惠子

水道局　電気システム課長 水間　讓 小樽病院　薬局主任薬剤師 関川　哲司

水道局　水処理センター所長 石原　雅美 　　　（一般職）

小樽病院　医局　放射線科放射線
技師長

小島　利明 財政部　契約管財課 釣谷　登男

小樽病院　看護部看護師長 成田　実香 財政部　契約管財課 中山　勝幸

小樽第二病院　薬局薬剤長 山本　文子 市民部　戸籍住民課　戸籍係 鎌田　繁美

　　　（係長職） 市民部　銭函サービスセンター 田中　洋美

総務部　職員課　厚生係長 鶴谷　優子
福祉部　高齢・福祉医療課　福祉
医療係

山﨑　和子

総務部　職員課主査 大島　俶 福祉部　保護課　中部保護係 野村　あかね

公設青果地方卸売市場事務長 北　常吉 真栄保育所 木戸　かおり

市民部　戸籍住民課主査 本間　照康 銭函保育所 國松　洋子

赤岩保育所長 磯野　紀子
環境部　廃棄物事業所　収集業務
係

馬場　文夫

保健所　生活衛生課主査 大倉　茂
環境部　廃棄物事業所　収集業務
係

田村　仁

保健所　健康増進課主査 髙橋　眞記枝
環境部　廃棄物事業所　し尿処理
係

松浦　睦

建設部　用地管理課　占用指導係
長

髙嶋　敏雄 建設部　維持課　公園維持係 石塚　健一

氏 名 氏 名

≪退　職　者≫                             平成１９年３月３１日付

－8－



所　　　　　　属 所　　　　　　属氏 名 氏 名

≪退　職　者≫                             平成１９年３月３１日付

学校給食オタモイ共同調理場 梶原　幸 小樽病院　看護部 馬場　律子

学校給食オタモイ共同調理場 手島　冨美江 小樽病院　看護部 辻本　千文

学校給食オタモイ共同調理場 上前　洋子 小樽第二病院　事務局　庶務係 川口　幸夫

学校給食新光共同調理場 中川　幸子 小樽第二病院　医局　循環器科 市川　惠彦

学校給食新光共同調理場 亀谷　冨美子 小樽第二病院　医局　脳神経外科 長内　俊也

忍路中央小学校 田中　信男
小樽第二病院　医局　精神科・神
経科

小泉　紗詠子

北手宮小学校 岡田　奈津枝
小樽第二病院　医局　精神科・神
経科

三上　敦大

消防本部　総務課 三国　憲二 小樽第二病院　看護部 大武　幸子

消防署　銭函支署 金子　誠男 小樽第二病院　看護部 氷見　正美

消防署　銭函支署 木村　淳一 小樽第二病院　看護部 千葉　聖子

水道局　料金課 岡田　浩子 小樽第二病院　看護部 勝見　亜紀

水道局　浄水センター　天神浄水
係

加藤　正明

水道局　浄水センター　銭函浄水
係

村上　壽一

小樽病院　医局　内科 呉屋　裕樹

小樽病院　医局　泌尿器科 大澤　崇宏

小樽病院　医局　検査科 佐々木　瑞枝

小樽病院　看護部 水口　清子

小樽病院　看護部 佐藤　めぐみ

小樽病院　看護部 戸井　康子

小樽病院　看護部 髙野　秀子

小樽病院　看護部 後藤　美由紀

小樽病院　看護部 坂口　裕見子

小樽病院　看護部 笠原　敏子

小樽病院　看護部 林　レイ

小樽病院　看護部 髙山　昌美

小樽病院　看護部 豊島　七緒

小樽病院　看護部 三馬　幸子
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