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　　〔小樽市辞令〕

　　　（係長職）

総務部　企画政策室主査 福祉部　地域福祉課主査 山崎　剛

総務部　企画政策室主査 総務部　職員課 齋藤　謙一良

総務部　広報広聴課主査 産業港湾部　観光振興室 丸田　健太郎

財政部　契約管財課主査 財政部　資産税課　家屋第１係長 西村　和敏

財政部　契約管財課主査
福祉部　生活支援第１課　生活支援第１
係長

坂下　葉子

財政部　市民税課　税制係長 財政部　市民税課　税制係 杵淵　弘晃

財政部　資産税課　償却資産係長 総務部　企画政策室主査 石井　光太郎

財政部　資産税課　家屋第１係長 福祉部　相談室主査 畠山　龍二

財政部　納税課　納税第１係長
福祉部　生活支援第１課　生活支援第２
係長

白崎　一雄

財政部　納税課　納税第３係長 建設部　建築住宅課　住宅係 野呂　武志

財政部　納税課主査 福祉部　地域福祉課主査 金子　保幸

産業港湾部　港湾室　管理課主査 監査委員事務局主査 鎌田　泰子

産業港湾部　港湾室　事業課主査 建設部　庶務課主査 半田　登希夫

公設青果地方卸売市場事務長 財政部　納税課　納税第３係長 中村　哲雄

生活環境部　管理課　業務係長 小樽病院　事務局　総務課　庶務係 南　昭一

生活環境部　戸籍住民課主査 産業港湾部　港湾室　管理課主査 中村　安宏

生活環境部　戸籍住民課主査 医療保険部　国保年金課　保険係長 小西　信幸

生活環境部　戸籍住民課　戸籍係長 小樽病院　事務局　医事課　医事係長 高木　幸江

生活環境部　青少年課主査 生活環境部　戸籍住民課主査 久保田　芳郎

生活環境部　廃棄物対策課主査 生活環境部　管理課　業務係長 井上　雅博

生活環境部　環境課主査 消防本部　総務課主査 白取　祐一

医療保険部　国保年金課　庶務係長 財政部　納税課主査 水瀧　浩幸

医療保険部　国保年金課　保険係長 総務部　企画政策室主査 伊藤　和彦

医療保険部　介護保険課　計画係長 福祉部　地域福祉課主査 中崎　岳史

医療保険部　介護保険課主査 保健所　健康増進課主査 山本　直美

医療保険部　介護保険課　地域支援事業
係長

医療保険部　介護保険課　地域支援事業
係

菊地　英人
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医療保険部　保険収納課主査 生活環境部　戸籍住民課　戸籍係長 深谷　光雄

福祉部　地域福祉課主査 福祉部　地域福祉課　地域福祉係 岡本　克也

福祉部　相談室主査 生活環境部　生活安全課主査 川村　哲郎

福祉部　生活支援第１課　医療係長 総務部　市立病院新築準備室主査 目黒　清則

福祉部　生活支援第１課　生活支援第１
係長

医療保険部　保険収納課主査 田中　幸一

福祉部　生活支援第１課　生活支援第２
係長

福祉部　生活支援第２課　生活支援第３
係長

中津川　晃

福祉部　生活支援第２課　生活支援第３
係長

財政部　契約管財課主査 千葉　秀章

福祉部　生活支援第２課　生活支援第４
係長

教育部　生涯学習課主査 笹田　磯乃

福祉部　生活支援第２課　生活支援第５
係長

福祉部　生活支援第２課　生活支援第４
係長

川鰭　実希子

福祉部　生活支援第２課　生活支援第６
係長

福祉部　生活支援第２課　生活支援第５
係長

長谷川　准一

こども発達支援センター主査 こども発達支援センター 丸谷　清美

保健所　保健総務課主査 財政部　資産税課　償却資産係長 小林　雅博

保健所　健康増進課主査 医療保険部　介護保険課主査 宇田川　ゆかり

建設部　まちづくり推進室　都市計画課主
査

建設部　用地管理課　管理係長 今関　康成

建設部　庶務課主査 生活環境部　戸籍住民課主査 小山　和子

建設部　用地管理課　管理係長 産業港湾部　港湾室　事業課主査 白旗　孝夫

建設部　宅地課主査
建設部　まちづくり推進室　都市計画課主
査

阿部　宏之

建設部　建築住宅課主査 総務部　市立病院新築準備室主査 山岸　博史

建設部　建築住宅課　住宅係長 医療保険部　国保年金課　庶務係長 小林　信夫

小樽病院　事務局　総務課　庶務係長 医療保険部　介護保険課　計画係長 須藤　慶子

小樽病院　事務局　医事課　医事係長 水道局　総務課主査 太田　裕之

小樽第二病院　事務局　医事係長 福祉部　生活支援第１課　医療係長 高松　修一

　　〔小樽市水道局辞令〕

　　　（係長職）

水道局　浄水センター主査 水道局　浄水センター　銭函浄水係長 齊藤　克人

水道局　浄水センター　豊倉浄水係長 水道局　管路維持課主査 本木　久生

水道局　水質管理課　試験係長 水道局　水質管理課主査 猪俣　一明

水道局　水質管理課主査 水道局　水質管理課　試験係 三上　和哉
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水道局　管路維持課主査 水道局　管路維持課 畠山　樹欣

　　〔小樽市教育委員会辞令〕

　　　（係長職）

教育部　学校教育課　保健体育係長 財政部　契約管財課主査 菊池　宏二

教育部　生涯学習課主査
医療保険部　介護保険課　地域支援事業
係長

山﨑　桂子

総合博物館主査 生活環境部　廃棄物対策課主査 寺沢　春雄

教育部　学校給食課　学校給食係長 総合博物館主査 小田　公彦

　　〔小樽市議会辞令〕

　　　（係長職）

議会事務局　議事係長 水道局　総務課 中村　弘二

　　〔小樽市農業委員会辞令〕

　　　（係長職）

農業委員会事務局　農地係長 小樽第二病院　事務局　医事係長 岡田　昭正

　　〔小樽市監査委員辞令〕

　　　（係長職）

監査委員事務局主査 産業港湾部　港湾室　管理課主査 牧野　優子

消防司令補
横山　英基

消防司令
山形　裕行
消防司令
宮越　繁喜
消防司令
浪岡　郁夫
消防司令補
山田　恭孝
消防司令補
徳田　圭
消防司令補
野上　友三
消防司令補
入井　直樹

　　〔小樽市消防本部辞令〕

　　　（係長職）

消防本部　総務課主査 消防署　花園出張所副所長（乙部）

消防本部　総務課主査 財政部　市民税課　税制係長 高木　哲彦

消防本部　警防課　救急救助係長 消防署　花園出張所長（甲部）

消防本部　総務課主査 消防本部　警防課　救急救助係長

消防本部　警防課主査 消防本部　総務課主査

消防本部　警防課　通信指令第１係長 消防本部　予防課　調査係長

消防本部　警防課主査 消防署　警備１課主査

消防本部　警防課主査 消防本部　警防課　警防係

消防本部　予防課主査 消防本部　予防課　保安指導係
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消防司令
黒山　英明
消防司令補
太田　英之
消防司令補
川端　孝明
消防司令
前田　泰秀
消防司令
奥田　忠之
消防司令
五十嵐　哲也
消防司令
高橋　一臣
消防司令補
中尾　匡伸
消防司令補
臼井　映仁
消防司令補
本田　博嗣
消防司令補
八柳　真市
消防司令補
佐藤　智彦

　　〔小樽市辞令〕

　　　（主任職・一般職）

総務部　秘書課 議会事務局　議事係 松原　美千子

総務部　職員課　人事係 教育部　学校教育課　教育推進係 吉田　健一

総務部　職員課　厚生係 総務部　職員課 （新採用） 國松　希代子

総務部　情報システム課　情報管理係 教育部　生涯学習課 高橋　千尋

総務部　情報システム課　情報処理係 総務部　職員課 （新採用） 細川　晃司

総務部　広報広聴課 福祉部　子育て支援課　子育て支援係 松本　美貴

財政部　財政課 生活環境部　生活安全課　消費生活係 巽　保司

財政部　市民税課　税制係 小樽第二病院　事務局　庶務係 伊藤　公章

財政部　市民税課　税制係 福祉部　地域福祉課　障害福祉係 山本　真由美

財政部　市民税課　市民税第１係 教育部　学校給食課　学校給食係 坂下　丹日

財政部　市民税課　市民税第１係 生活環境部　戸籍住民課　窓口係 戸島　道子

財政部　市民税課　市民税第１係 産業港湾部　観光振興室 菊地　和也

財政部　市民税課　市民税第１係 総務部　職員課 （新採用） 濵田　桂太郎

消防本部　予防課　調査係長 総務部　総務課主査

消防署　警備１課主査 消防本部　警防課主査

消防本部　予防課　保安指導係長 消防本部　予防課主査

消防署　手宮支署副支署長（甲部） 消防本部　警防課　通信指令第１係長

消防署　警備１課　救助第１係長 消防本部　警防課主査

消防署　花園出張所長（甲部） 消防本部　予防課　保安指導係長

消防署　銭函支署副支署長（乙部） 消防署　警備１課　救助第１係長

消防署　花園出張所副所長（乙部） 消防署　花園出張所副所長（甲部）

消防署　花園出張所副所長（甲部） 消防署　手宮支署 乙部

消防署　塩谷出張所副所長（甲部） 消防署　塩谷出張所副所長（乙部）

消防署　朝里出張所副所長（乙部） 消防署　塩谷出張所副所長（甲部）

消防署　塩谷出張所副所長（乙部） 消防署　朝里出張所副所長（乙部）
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財政部　市民税課　市民税第２係 総務部　職員課 （新採用） 冨澤　育恵

財政部　資産税課　土地係 生活環境部　戸籍住民課　窓口係 坪内　康子

財政部　資産税課　土地係 総務部　職員課 （新採用） 樽谷　朋恵

財政部　資産税課　家屋第１係 総務部　職員課 （新採用） 中山　沙織

財政部　納税課　管理係 生活環境部　駅前サービスセンター 嶋田　紀久江

財政部　納税課　納税第２係 財政部　市民税課　市民税第１係 星田　洋

財政部　納税課　納税第３係 小樽病院　事務局　医事課　医事係 笹　哲郎

財政部　納税課　特別滞納整理担当 財政部　市民税課　市民税第１係 新保　紫

産業港湾部　港湾室　管理課 小樽病院　事務局　総務課　経理係 成澤　隆幸

産業港湾部　港湾室　管理課 産業港湾部　港湾室　事業課 谷口　尚子

産業港湾部　観光振興室 財政部　資産税課　土地係 平野井　崇

産業港湾部　観光振興室 総務部　広報広聴課 佐藤　有希子

産業港湾部　商業労政課 小樽第二病院　事務局　庶務係 赤石　真弓

産業港湾部　商業労政課 医療保険部　国保年金課　保険係 伊藤　雅浩

産業港湾部　農政課 財政部　市民税課　市民税第２係 辻　英明

生活環境部　戸籍住民課　窓口係 生活環境部　塩谷サービスセンター 坂東　幸子

生活環境部　戸籍住民課　窓口係 総務部　秘書課 小関　不二江

生活環境部　戸籍住民課　窓口係 総務部　職員課 （新採用） 伊沢　有里

生活環境部　戸籍住民課　戸籍係
福祉部　生活支援第２課　生活支援第３
係

熊谷　道代

生活環境部　男女平等参画課 財政部　納税課　納税第３係 増岡　宏

生活環境部　廃棄物対策課 建設部　庶務課 海老名　真輝子

生活環境部　廃棄物対策課 建設部　宅地課 宮本　正美

医療保険部　国保年金課　庶務係 福祉部　子育て支援課　保育係 石井　陽子

医療保険部　国保年金課　保険係
福祉部　生活支援第２課　生活支援第５
係

永井　良暁

医療保険部　介護保険課　計画係 財政部　財政課 尾作　考則

医療保険部　介護保険課　給付係 図書館 太田　恵子

医療保険部　介護保険課　地域支援事業
係

保健所　生活衛生課 半谷　秀和

医療保険部　後期高齢・福祉医療課　後
期高齢者医療係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第４
係

会沢　秀紀
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医療保険部　保険収納課 生活環境部　戸籍住民課　戸籍係 長田　宣彦

医療保険部　保険収納課 保健所　保健総務課 須摩　靖智

医療保険部　保険収納課 医療保険部　国保年金課　保険係 田畠　吉昭

福祉部　地域福祉課　地域福祉係 総務部　職員課　人事係 岡部　裕行

福祉部　地域福祉課　地域福祉係 福祉部　地域福祉課　障害福祉係 山田　慶司

福祉部　地域福祉課　障害福祉係 福祉部　地域福祉課　地域福祉係 阿部　充朗

福祉部　地域福祉課　障害福祉係 総務部　職員課 （新採用） 伊勢谷　勇介

福祉部　子育て支援課　児童福祉係 財政部　納税課　特別滞納整理担当 曽我部　剛男

福祉部　子育て支援課　子育て支援係 財政部　市民税課　市民税第１係 半谷　寿子

福祉部　子育て支援課　保育係 教育部　学校教育課　職員係 松本　貴充

福祉部　生活支援第１課　生活支援第１
係

福祉部　生活支援第１課　生活支援第２
係

鷹羽　賢

福祉部　生活支援第１課　生活支援第１
係

福祉部　生活支援第１課　生活支援第２
係

勝山　博之

福祉部　生活支援第１課　生活支援第１
係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第５
係

奈良　圭

福祉部　生活支援第１課　生活支援第１
係

会計課　審査係 吉田　陽子

福祉部　生活支援第１課　生活支援第２
係

福祉部　生活支援第１課　生活支援第１
係

小野寺　千恵子

福祉部　生活支援第１課　生活支援第２
係

福祉部　生活支援第１課　生活支援第１
係

大口　明男

福祉部　生活支援第１課　生活支援第２
係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第３
係

早川　大樹

福祉部　生活支援第２課　生活支援第３
係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第４
係

安部　珠里

福祉部　生活支援第２課　生活支援第３
係

福祉部　生活支援第１課　生活支援第２
係

長田　克久

福祉部　生活支援第２課　生活支援第３
係

福祉部　生活支援第１課　生活支援第１
係

森　美奈子

福祉部　生活支援第２課　生活支援第３
係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第５
係

酒井　正

福祉部　生活支援第２課　生活支援第３
係

産業港湾部　産業振興課 奥村　訓

福祉部　生活支援第２課　生活支援第４
係

福祉部　生活支援第１課　生活支援第２
係

池田　久美子

福祉部　生活支援第２課　生活支援第４
係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第３
係

亀田　直澄

福祉部　生活支援第２課　生活支援第４
係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第３
係

布　咲子

福祉部　生活支援第２課　生活支援第４
係

総務部　情報システム課　情報処理係 北上　憲明

福祉部　生活支援第２課　生活支援第４
係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第３
係

深田　友和

福祉部　生活支援第２課　生活支援第４
係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第３
係

堤　智志

－6 －



       人事異動
新 旧

平成20年4月10日付

氏 名

福祉部　生活支援第２課　生活支援第５
係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第４
係

山田　郁代

福祉部　生活支援第２課　生活支援第５
係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第４
係

石崎　多鶴子

福祉部　生活支援第２課　生活支援第５
係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第４
係

柳谷　昌和

福祉部　生活支援第２課　生活支援第５
係

福祉部　生活支援第１課　生活支援第１
係

井坂　祐司

福祉部　生活支援第２課　生活支援第５
係

建設部　庶務課 金澤　妙子

福祉部　生活支援第２課　生活支援第５
係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第３
係

上野　智洋

福祉部　生活支援第２課　生活支援第６
係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第５
係

寺井　弘樹

福祉部　生活支援第２課　生活支援第６
係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第５
係

佐藤　暢起

福祉部　生活支援第２課　生活支援第６
係

医療保険部　国保年金課　庶務係 津川　義信

福祉部　生活支援第２課　生活支援第６
係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第５
係

佐藤　愉紀

福祉部　生活支援第２課　生活支援第６
係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第５
係

菊地　里美

福祉部　生活支援第２課　生活支援第６
係

福祉部　生活支援第２課　生活支援第４
係

平林　俊輔

福祉部　生活支援第２課　生活支援第６
係

産業港湾部　観光振興室 西本　祐介

保健所　保健総務課 桜小学校 柳澤　希代子

保健所　保健総務課 医療保険部　保険収納課 安井　修平

建設部　まちづくり推進室　まちづくり推進
課

建設部　建築住宅課　建築係 高橋　克典

建設部　まちづくり推進室　都市計画課 建設部　雪対策課　雪対策係 室谷　智一

建設部　まちづくり推進室　都市計画課 建設部　建築指導課　確認係 滑田　勝幸

建設部　庶務課 医療保険部　介護保険課　給付係 金山　仁美

建設部　宅地課 産業港湾部　港湾室　管理課 畠山　啓

建設部　雪対策課　雪対策係 建設部　建設事業課 長内　尚平

建設部　雪対策課　雪対策係 建設部　用地管理課　用地補償係 高橋　司

建設部　建築住宅課　建築係
建設部　まちづくり推進室　まちづくり推進
課

松浦　由希

建設部　建設事業課 建設部　まちづくり推進室　都市計画課 黒川　敦行

会計課　審査係
福祉部　生活支援第１課　生活支援第２
係

牧口　味希

小樽病院　事務局　総務課　経理係 総務部　情報システム課　情報管理係 原田　希枝

小樽第二病院　事務局　庶務係 教育部　生涯スポーツ課 木村　健司
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新 旧
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氏 名

　　〔小樽市水道局辞令〕

　　　（主任職・一般職）

水道局　総務課 教育部　生涯スポーツ課 吉田　充伸

水道局　総務課 水道局　サービス課 辰田　光司

水道局　サービス課 水道局　浄水センター　天神浄水係 木村　寿彦

水道局　サービス課 水道局　総務課 飯田　博美

水道局　水質管理課　試験係 水道局　浄水センター　天神浄水係 須貝　孝之

水道局　水処理センター　処理場係 水道局　管路維持課 山西　信夫

水道局　水処理センター　指導係 水道局　水処理センター　処理場係 矢倉　信幸

水道局　管路維持課 水道局　サービス課 山崎　文淑

水道局　管路維持課 水道局　浄水センター　豊倉浄水係 渡部　隆彦

水道局　管路維持課 水道局　浄水センター　銭函浄水係 飽戸　雄一

　　〔小樽市教育委員会辞令〕

　　　（主任職・一般職）

教育部　学校教育課　教育推進係 財政部　市民税課　税制係 仙波　智啓

教育部　学校教育課　職員係
福祉部　生活支援第２課　生活支援第４
係

横尾　英司

教育部　生涯学習課 教育部　総務管理課　管理係 石渡　洋子

教育部　生涯学習課 生活環境部　戸籍住民課　窓口係 加藤　佳子

教育部　生涯スポーツ課 財政部　市民税課　市民税第１係 村上　学

図書館 産業港湾部　農政課 久保　直子

学校給食新光共同調理場 財政部　納税課　納税第２係 岩根　章夫

桜小学校 教育部　総務管理課　管理係 宮下　礼子

　　〔小樽市議会辞令〕

　　　（主任職・一般職）

議会事務局　議事係 生活環境部　男女平等参画課 小林　由美子
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新 旧

平成20年4月10日付

氏 名

消防士長
吉田　有宏貴
消防士長
関　勇治
消防士長
小山　栄治
消防士長
木下　靖弘
消防士長
中野　英樹
消防士
佐藤　光則
消防士長
中野　京生
消防士長
萩原　広次
消防士長
浅田　浩靖
消防士長
片岡　浩一
消防士長
石黒　靖敏
消防士長
森　洋
消防士長
斉藤　富士男
消防士長
阿部　勝行
消防士
谷本　旭
消防士長
山本　大
消防士長
山口　義典
消防副士長
和賀　健一
消防士
菅原　嘉伸
消防士
夏堀　翼
消防士長
阿部　康弘
消防副士長
石戸谷　和伸
消防副士長
矢倉　博幸
消防士
大口　良太

　　　（主任職・一般職）

　　〔小樽市消防本部辞令〕

消防本部　警防課　通信指令第１係 消防署　花園出張所 乙部

消防本部　警防課　警防係 消防署　警備１課　救助第１係

消防本部　警防課　通信指令第３係 消防本部　警防課　通信指令第２係

消防本部　警防課　通信指令第２係 消防署　手宮支署 乙部

消防本部　予防課　調査係 消防署　花園出張所　乙部

消防本部　予防課　予防係 消防署　消防課　教養訓練係

消防本部　予防課　保安指導係 消防本部　予防課　調査係

消防本部　予防課　保安指導係 消防本部　警防課　通信指令第３係

消防署　消防課　教養訓練係 消防署　手宮支署 乙部

消防署　消防課　予消防係 消防署　銭函支署 乙部

消防署　警備１課　警備第１係 消防署　朝里出張所 乙部

消防署　警備１課　警備第１係 消防署　消防課　予消防係

消防署　警備１課　警備第１係 消防署　長橋出張所 甲部

消防署　警備１課　警備第１係 消防署　花園出張所 甲部

消防署　警備１課　救助第１係 消防本部　総務課

消防署　警備１課　警備第１係 消防署　警備２課　警備第２係

消防署　警備１課　救助第１係 消防署　警備１課　警備第１係

消防署　警備１課　救助第１係 消防署　銭函支署 甲部

消防署　警備１課　救助第１係 消防署　朝里出張所　甲部

消防署　警備１課　救助第１係 消防署　警備２課　救助第２係

消防署　警備２課　警備第２係 消防署　銭函支署 乙部

消防署　警備２課　警備第２係 消防署　朝里出張所 甲部

消防署　警備２課　救助第２係 消防署　警備１課　警備第１係

消防署　警備２課　救助第２係 消防署　警備１課　救助第１係
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新 旧

平成20年4月10日付

氏 名

消防士長
佐藤　日出夫
消防士長
中井　健
消防士
丸中　康弘
消防士長
加我　吉規
消防士長
佐々木　栄蔵
消防士長
尾崎　亨
消防士長
佐野　道一
消防士長
増井　秀昭
消防士長
小山　邦夫
消防副士長
三盃　諭
消防士
渡辺　英之
消防士長
遠藤　芳曜
消防士長
中根　明宏
消防士長
伊藤　吉範
消防副士長
佐藤　衣利哉
消防士長
熊谷　建宏
消防士長
濱島　薫
消防士長
黒田　喜八郎
消防副士長
伊藤　桃雄
消防士長
小西　健二
消防士長
樽木　克己
消防士長
岡田　敏昭
消防士
島田　俊一
消防士長
敦賀　直樹
消防士長
戸草　誠
消防副士長
菊地　慶一

消防署　手宮支署 甲部 消防署　銭函支署 乙部

消防署　手宮支署 甲部 消防署　消防課　予消防係

消防署　手宮支署 甲部 消防署　銭函支署 甲部

消防署　手宮支署 甲部 消防署　塩谷出張所 甲部

消防署　手宮支署 乙部 消防署　銭函支署 乙部

消防署　手宮支署 甲部 消防署　朝里出張所 甲部

消防署　手宮支署 乙部 消防署　警備１課　救助第１係

消防署　手宮支署 乙部 消防署　手宮支署 甲部

消防署　手宮支署 乙部 消防署　塩谷出張所 乙部

消防署　手宮支署 乙部 消防署　花園出張所 乙部

消防署　手宮支署 乙部 消防本部　予防課　保安指導係

消防署　手宮支署 乙部 消防署　花園出張所　乙部

消防署　銭函支署 甲部 消防署　手宮支署　乙部

消防署　手宮支署 乙部 消防署　長橋出張所 乙部

消防署　銭函支署 甲部 消防署　警備２課　警備第２係

消防署　銭函支署 甲部 消防署　花園出張所 乙部

消防署　銭函支署 甲部 消防署　長橋出張所 乙部

消防署　銭函支署 甲部 消防署　手宮支署 甲部

消防署　銭函支署 乙部 消防署　手宮支署 乙部

消防署　銭函支署 甲部 消防署　長橋出張所 甲部

消防署　銭函支署 乙部 消防署　手宮支署 甲部

消防署　銭函支署 乙部 消防署　花園出張所 甲部

消防署　花園出張所 甲部 消防署　銭函支署 甲部

消防署　銭函支署 乙部 消防本部　警防課　通信指令第１係

消防署　花園出張所 甲部 消防署　警備１課　救助第１係

消防署　花園出張所 甲部 消防署　手宮支署 乙部
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氏 名

消防士長
本間　貴志
消防副士長
佐藤　方俊
消防副士長
毛利　裕二
消防士
横井　貴行
消防士
笹森　聡
消防士長
辻　正広
消防士長
立川　光大
消防士
戸塚　三仁
消防士長
岩井　克好
消防士長
鑓利　健一郎
消防士長
中島　隆史
消防士長
手島　裕二
消防士長
金子　裕幸
消防副士長
大竹　康弘
消防士長
毛利　和幸
消防副士長
大田　基晴
消防士長
佐藤　文義
消防副士長
秋村　豊

消防署　花園出張所 乙部 消防署　手宮支署 甲部

消防署　花園出張所 乙部 消防署　手宮支署　乙部

消防署　花園出張所 乙部 消防署　長橋出張所　甲部

消防署　花園出張所 乙部 消防署　塩谷出張所 乙部

消防署　朝里出張所 甲部 消防署　警備１課　警備第１係

消防署　花園出張所 乙部 消防署　警備１課　警備第１係

消防署　朝里出張所 甲部 消防署　警備２課　救助第２係

消防署　朝里出張所 甲部 消防署　長橋出張所 甲部

消防署　長橋出張所 甲部 消防署　朝里出張所 乙部

消防署　朝里出張所 乙部 消防署　銭函支署 甲部

消防署　長橋出張所 甲部 消防署　警備１課　警備第１係

消防署　長橋出張所 甲部 消防署　警備１課　救助第１係

消防署　塩谷出張所 甲部 消防署　銭函支署 甲部

消防署　長橋出張所 乙部 消防署　手宮支署 乙部

消防署　塩谷出張所 乙部 消防署　花園出張所 甲部

消防署　塩谷出張所 甲部 消防署　銭函支署 甲部

消防署　塩谷出張所 乙部 消防署　手宮支署 甲部

消防署　塩谷出張所 乙部 消防署　警備２課　警備第２係
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水道局　浄水センター　銭函浄水係長 水道局　浄水センター所長事務取扱

平成20年4月10日

財政部　納税課　納税第１係長 財政部　納税課長事務取扱解除

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解除

勤労青少年ホーム事務長 勤労青少年ホーム館長事務取扱解除

福祉部　生活支援第２課　生活支援第６係長 福祉部　生活支援第２課長事務取扱解除

建設部　建築住宅課　住宅係長 建設部　建築住宅課長事務取扱解除

小樽病院　事務局　総務課　庶務係長 小樽病院　事務局　総務課長事務取扱解除

水道局　水質管理課　試験係長 水道局　水質管理課長事務取扱解除

水道局　浄水センター　豊倉浄水係長 水道局　浄水センター所長事務取扱解除

教育部　学校教育課　保健体育係長 教育部　学校教育課長事務取扱解除

教育部　学校給食課　学校給食係長 教育部　学校給食課長事務取扱解除

議会事務局　議事係長 議会事務局次長事務取扱解除

農業委員会事務局　農地係長 農業委員会事務局長事務取扱解除

平成20年4月10日

総務部　市立病院新築準備室主査 建設部　建築住宅課主査（山岸）兼務

総務部　新幹線・高速道路推進室主査
建設部　まちづくり推進室　都市計画課主査（渋谷）
兼務

勤労青少年ホーム事務長 生活環境部　青少年課主査兼務

福祉部　生活支援第１課主査 福祉部　相談室主査兼務

平成20年4月10日

総務部　新幹線・高速道路推進室主査
建設部　まちづくり推進室　都市計画課主査（阿部）
兼務解除

事務取扱

事務取扱解除

兼務

兼務解除

-12-




