
       人事異動 平成30年4月1日付

新 旧

　　〔小樽市辞令〕

　　　（部長職）

総務部長 福祉部長 日栄　聡

産業港湾部長 産業港湾部次長 加賀　英幸

生活環境部長 病院局小樽市立病院事務部次長 鉢呂　善宏

医療保険部長
福祉部小樽市社会福祉協議会担当部長
（小樽市社会福祉協議会派遣）

相庭　孝昭

福祉部長 総務部次長 勝山　貴之

保健所長 新規採用 貞本　晃一

公営企業管理者（水道局長） 総務部企画政策室長 伊藤　和彦

　　　（次長職）

総務部次長 総務部総務課長 中村　哲也

総務部企画政策室長 総務部新幹線・高速道路推進室長 西島　圭二

総務部新幹線・高速道路推進室長 総務部コンプライアンス推進室長 渡部　一博

総務部コンプライアンス推進室長 総務部組織改革担当次長 森　貴仁

財政部次長 福祉部子育て支援室長 鈴木　育子

産業港湾部次長 学校給食センター副所長 山廣　伸幸

産業港湾部港湾室長 総務部秘書課長 内藤　元博

生活環境部次長 財政部主幹 菊池　宏二

生活環境部北しりべし廃棄物処理広域連合
担当次長（北しりべし廃棄物処理広域連合
派遣）

保健所次長 犬塚　雅彦

福祉部小樽市社会福祉協議会担当次長
（小樽市社会福祉協議会派遣）

選挙管理委員会事務局長 三船　貴史

福祉部子育て支援室長 福祉部障害福祉課長 相庭　万友美

保健所次長 水道局水処理センター所長 南部　博志

建設部次長 建設部建築指導課長 渡部　晃士

建設部次長 産業港湾部港湾室事業課長 松浦　裕仁

　　　（課長職）

総務部秘書課長 総務部秘書課（秘書グループ）主査 澤谷　宏

総務部東京事務所長
産業港湾部観光振興室（観光振興グルー
プ）主査

新保　光弘

総務部総務課長 総務部主幹 津田　義久

総務部企画政策室主幹（石狩湾新港地域
担当）

建設部建設事業課（計画工事グループ）主
査

小川　賢二

氏 名
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総務部企画政策室主幹（庶務政策担当）
総務部企画政策室（企画政策グループ）主
査

佐藤　暢起

総務部企画政策室主幹（広域行政担当）
産業港湾部観光振興室（観光振興グルー
プ）主査

布　聡哉

総務部企画政策室主幹（新市民プール担
当）

産業港湾部港湾室港湾振興課長 池田　克也

総務部企画政策室主幹（統計担当） 総務部企画政策室主幹 尾作　考則

総務部災害対策室主幹 総務部企画政策室主幹 佐藤　直之

財政部主幹（行財政・入札制度改革担当） 財政部市民税課（個人課税グループ）主査 津川　義信

財政部契約管財課長
保健所保健総務課（保健管理グループ）主
査

中崎　洋子

財政部納税課長
生活環境部主幹（北しりべし廃棄物処理広
域連合派遣）

水瀧　浩幸

産業港湾部港湾室事業課長 水道局浄水センター（浄水グループ）主査 伊藤　誉

産業港湾部港湾室港湾振興課長 福祉部子育て支援室こども育成課主査 八木　勉

生活環境部主幹（施設管理担当）
産業港湾部港湾室事業課（事業グループ）
主査

小野　昌彦

生活環境部主幹（北しりべし廃棄物処理広
域連合派遣）

財政部納税課長 藤田　泰一

生活環境部生活安全課長 葬斎場長 千葉　秀章

葬斎場長 福祉部生活支援第１課長 渡部　之伸

福祉部障害福祉課長 福祉部生活サポートセンター所長 小野寺　正裕

福祉部子育て支援室こども育成課長 総務部企画政策室主幹 安部　俊克

福祉部生活支援第１課長 福祉部生活支援第２課長 中津川　晃

福祉部生活支援第２課長 文学館事務長 金澤　妙子

福祉部生活サポートセンター所長 保健所健康増進課長 柴田　健治

保健所主幹（保健担当） 保健所主幹 山谷　智美

保健所主幹（企画調整担当） 保健所主幹 宇田川　ゆかり

保健所健康増進課長 医療保険部介護保険課主査 渋間　朋子

建設部主幹（地域公共交通担当） 総務部災害対策室主査 角澤　昌俊

建設部都市計画課長 水道局整備推進課長 三浦　和也

建設部主幹（都市マスター担当） 総務部災害対策室主幹 半田　登希夫

建設部建築住宅課長
病院局小樽市立病院事務部事務課（施設
グループ）主査

滑田　勝幸

建設部主幹（住宅管理担当） 総務部東京事務所長 大門　義雄

建設部建築指導課長 建設部建築指導課確認係長 真鍋　礼秀

建設部雪対策第２課長
水道局管路維持課（管路整備維持グルー
プ）主査

木村　直人
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会計課長 福祉部子育て支援室こども育成課長 曽我部　剛男

　　〔小樽市議会辞令〕

　　　（部長職）

議会事務局長 生活環境部次長 中田　克浩

　　〔小樽市選挙管理委員会辞令〕

　　　（次長職）

選挙管理委員会事務局長 会計課長 関　朋至

　　〔小樽市監査委員辞令〕

　　　（課長職）

監査委員事務局次長 財政部契約管財課長 大井　一哉

　　〔小樽市教育委員会辞令〕

　　　（課長職）

学校給食センター副所長
建設部用地管理課（用地管理グループ）主
査

作田　敏春

　　〔小樽市水道局辞令〕

　　　（次長職）

水道局次長 水道局浄水センター所長 清水　啓嗣

　　　（課長職）

水道局サービス課長
水道局サービス課（給排水設備グループ）
主査

斉藤　博

水道局主幹（防災・企画調整担当） 水道局サービス課長 池澤　聖志

水道局整備推進課長 生活環境部主幹 佐々木　浩一

水道局浄水センター所長 建設部雪対策第２課長 青山　和男

水道局水処理センター所長 水道局主幹 安田　和弘

　　〔小樽市病院局辞令〕

　　　（部長職）

病院局理事 病院局小樽市立病院医局主任医療部長 越前谷　勇人

病院局小樽市立病院医局主任医療部長 病院局小樽市立病院医局医療部長 金内　優典

病院局小樽市立病院医局主任医療部長 病院局小樽市立病院医局医療部長 新谷　好正

病院局小樽市立病院医局医療部長
病院局小樽市立病院医局消化器内科主任
医長

仲地　耕平

病院局小樽市立病院医局医療部長 病院局小樽市立病院医局脳神経外科医長 岩﨑　素之
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　　　（次長職）

病院局小樽市立病院事務部次長 財政部次長 佐々木　真一

　　　（課長職）

病院局小樽市立病院医局消化器内科主任
医長

病院局小樽市立病院医局消化器内科医長 矢花　崇

病院局小樽市立病院医局外科医長 新規採用 小野　仁

病院局小樽市立病院医局整形外科医長 新規採用 松原　新史

病院局小樽市立病院医局整形外科医長 新規採用 平塚　重人

病院局小樽市立病院医局脳神経外科主任
医長

新規採用 鐙谷　武雄

病院局小樽市立病院医局皮膚科医長 新規採用 保科　大地

病院局小樽市立病院医局麻酔科医長 新規採用 高桑　一登

病院局小樽市立病院医局病理診断科医長 新規採用 土居　玲菜

病院局小樽市立病院地域医療連携室主幹 病院局小樽市立病院看護部主査 古田　睦子

病院局小樽市立病院看護部看護師長 病院局小樽市立病院看護部主査 佐治　明美

病院局小樽市立病院看護部看護師長
病院局小樽市立病院精神科医療センター
（訪問看護室）主査

吉倉　明枝

病院局小樽市立病院看護部看護師長 病院局小樽市立病院地域医療連携室主幹 林　知代

病院局小樽市立病院事務部事務課長 監査委員事務局次長 柴田　健

病院局小樽市立病院事務部診療情報管理
課長

病院局小樽市立病院事務部診療情報管理
課診療情報管理係長

堀合　謙一

病院局小樽市立高等看護学院副学院長 病院局小樽市立高等看護学院主幹 佐藤　節子

病院局小樽市立高等看護学院主幹 病院局小樽市立高等看護学院副学院長 佐藤　栄見子
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