
○昇格（副院長）

命 病院事業部市民病院副院長 医師 北村　邦朗 (病院事業部市民病院診療局長)

命 病院事業部市民病院副院長 医師 橋本　昌司 (病院事業部市民病院診療局長)

○兼職（副院長）
解 病院事業部市民病院診療局救命救急セン
ター長事務取扱い

医師 永田　二郎 (病院事業部市民病院副院長)

○昇格（部長）
命 福祉部長
兼　福祉事務所長

主事 真野　克彦 (福祉こども部次長)

命
解
こども部長
社会福祉事業団いずみ福祉園派遣

主事 栗山　欣也 (福祉こども部付次長)

命 まちづくり部長 技師 加藤　重明 (建設部次長)

命 まちづくり部参事（建築担当部長） 技師 近藤　俊伸 (建設部次長)

○昇格（診療局長）

命 病院事業部市民病院診療局長 医師 宮原　健 (病院事業部市民病院診療局循
環器センター心臓血管外科部長)

命 病院事業部市民病院診療局長
病院事業部市民病院診療局神経内科部
長事務取扱い

医師 伊藤　宏樹 (病院事業部市民病院診療局神
経内科部長)

○兼職（診療局長）
命 病院事業部市民病院医療情報管理室長
事務取扱い

医師 森部　一穂 (病院事業部市民病院診療局長)

○昇格（次長）
命 企画部次長 主事 武田　和人 (企画部秘書広報課長)

命 企画部次長
企画部広報課長事務取扱い

主事 皆元　洋司 (企画部地方創生室主監)

命 総務部次長
総務部情報推進課長事務取扱い

主事 滝　和良 (総務部情報推進課長)

命 福祉部次長 主事 石原　秀雄 (総務部行政課長)

命

解

福祉部付次長
社会福祉事業団いずみ福祉園、いずみフ
レンズ派遣
社会福祉事業団いずみ第２作業所派遣

主事 続木　英子 (福祉こども部付主監)

命 環境部次長 主事 渡邉　鉄夫 (環境部環境保全課長)
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命 経済部次長 主事 庄司　哲也 (企画部地域ふれあい課交通政策
室長)

命 まちづくり部次長 技師 坪内　将広 (建設部まちづくり課長)

命 まちづくり部次長
まちづくり部建築住宅課長事務取扱い

技師 山田　時彦 (建設部建築住宅課長)

命 監査事務局長 主事 大宮　恒紀 (総務部財政課長)

命 病院事業部次長
兼　病院事業部市民病院事務局次長
病院事業部経営企画課長事務取扱い

主事 古田　幸康 (病院事業部市民病院事務局管
理課長)

○異動（次長）
命 こども部次長 主事 伊藤　祐幸 (企画部地方創生室長)

命
解
上下水道部次長
主任工事検査員兼務

技師 森島　久雄 (上下水道部上下水道施設管理セ
ンター所長)

○兼職（次長）
命 兼　尾西事務所長、木曽川事務所長 主事 佐藤　賢治 (市民健康部次長)

解 上下水道部計画調整課長事務取扱い 技師 桑山　昌已 (上下水道部次長)

○昇格（課長）
命 企画部秘書課長 主事 長谷川　賢治 (企画部人事課副主監)

命 企画部地域ふれあい課交通政策室長 主事 松岡　頼彦 (企画部地域ふれあい課交通政策
室副主監)

命 総務部行政課長 主事 平松　幹啓 (総務部行政課副主監)

命 総務部財政課長 主事 滝野　弘巳 (経済部経済振興課副主監)

命 総務部管財課長 主事 則武　忠徳 (教育委員会事務局教育文化部
学校教育課副主監)

命 総務部工事検査課長
兼　主任工事検査員

技師 滝沢　文清 (建設部公園緑地課副主監)

命 市民健康部市民課長 主事 落合　邦彦 (環境部環境保全課副主監)

命 尾西事務所総務管理課長 主事 小川　洋子 (丹陽町出張所長)

命 尾西事務所窓口課長 主事 杉山　健次 (尾西事務所窓口課副主監)

命 木曽川事務所総務管理課長 主事 高瀬　裕男 (西成出張所長)

命 福祉部付主監
社会福祉事業団事務局派遣

主事 甲斐　勉 (教育委員会事務局教育文化部
教育指定管理課副主監)

命 福祉部付主監
社会福祉事業団いずみ第２作業所派遣

主事 玉腰　孝秀 (千秋町出張所長)
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命

解

福祉部付主監
シルバー人材センター派遣
教育文化部生涯学習課尾西生涯学習セン
ター西館副主監兼務

主事 市原　峰二 (教育委員会事務局教育文化部
生涯学習課尾西生涯学習セン
ター副主監)

命 環境部環境保全課長 主事 川瀬　裕司 (大和町出張所長)

命 建設部建設総務課長 主事 星野　泰久 (建設部建設管理課副主監)

命 建設部治水課長 技師 角田　政彦 (建設部道路課副主監)

命 議会事務局議事調査課長 主事 大塚　孝 (議会事務局庶務課副主監)

命 教育委員会事務局教育文化部教育指定
管理課長

主事 善治　正直 (総務部財政課副主監)

命 教育委員会事務局教育文化部図書館事
務局長
兼　一宮市視聴覚ライブラリー勤務

主事 河原　和俊 (総務部市民税課副主監)

命 教育委員会事務局教育文化部博物館事
務局長

主事 竹田　利典 (総務部契約課副主監)

命 病院事業部市民病院診療局呼吸器内科
医長

医師 水野　秀和 (病院事業部市民病院診療局呼
吸器内科副医長)

命 病院事業部市民病院診療局血液内科医
長

医師 牛田　宣 (病院事業部市民病院診療局血
液内科副医長)

命 病院事業部市民病院医療技術局リハビリ
テーション室技師長

医療技師 大井　勝子 (病院事業部市民病院医療技術
局リハビリテーション室副技師長)

命
解
病院事業部市民病院事務局管理課長
病院事業部経営企画課副主監兼務

主事 中村　高規 (病院事業部市民病院事務局管
理課副主監)

命 上下水道部上水道整備課長
兼　水道技術管理者

技師 角田　博也 (上下水道部上水道整備課副主
監)

命 一宮消防署本署第１課消防２課長 消防
司令長

本多　昭治 (一宮消防署本署西成消防出張
所担当消防司令)

命 尾西消防署第２課消防２課長 消防
司令長

後藤　誠二 (木曽川消防署葉栗消防出張所
担当消防司令)

○異動（課長）
命
解
まちづくり部都市計画課長
主任工事検査員兼務

技師 松川　貴広 (総務部工事検査課長)

命 建設部維持課長 技師 佐藤　知久 (建設部維持課主監)

命 建設部道水路管理課長 技師 岩田　勝 (建設部維持課長)

命 病院事業部市民病院診療局循環器セン
ター心臓血管外科部長

医師 齋藤　俊英 (病院事業部市民病院診療局循
環器センター心臓血管外科医長)

命 病院事業部市民病院医療技術局リハビリ
テーション室主監

医療技師 戸田　秀彦 (病院事業部市民病院医療技術
局リハビリテーション室技師長)

命

解

上下水道部計画調整課長
兼　主任工事検査員
水道技術管理者兼務

技師 服部　泰久 (上下水道部上水道整備課長)

命 上下水道部下水道整備課長 技師 加藤　行男 (上下水道部下水道建設２課長)
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命 上下水道部管路保全課長
兼　水道技術管理補助者

技師 山中　孝文 (上下水道部下水道建設１課長)

命 上下水道部施設保全課長
兼　水道技術管理補助者

技師 岡田　信之 (上下水道部上下水道施設管理セ
ンター施設保全課主監)

命 一宮消防署管理課長 消防
司令長

田村　順二 (一宮消防署主監)

命 一宮消防署本署第１課消防１課長 消防
司令長

伊藤　敏也 (一宮消防署本署警防１課長)

命 一宮消防署本署第２課消防１課長 消防
司令長

野田　徹 (一宮消防署本署警防２課長)

命 一宮消防署本署第２課消防２課長 消防
司令長

堀田　敏弘 (尾西消防署警防１課主監)

命 尾西消防署第１課消防１課長 消防
司令長

山口　義治 (尾西消防署警防１課長)

命 尾西消防署第１課消防２課長 消防
司令長

秋田　浩巳 (一宮消防署本署警防１課主監)

命 尾西消防署第２課消防１課長 消防
司令長

辻　正 (尾西消防署警防２課長)

○兼職（課長）
命
解
兼　消費生活センター長
勤労者の家所長兼務

主事 岡本　哲也 (経済部経済振興課長)

命 兼　病院事業部市民病院医療情報管理室
副室長

医師 佐橋　剛 (病院事業部市民病院診療局新
生児部長)

○採用（課長）
命 企画部地域ふれあい課主監 主事 古川　祐志

命 病院事業部市民病院診療局脳卒中診療
部長

医師 中藪　幹也

命 病院事業部市民病院診療局乳腺・内分泌
外科部長

医師 林　裕倫

命 病院事業部市民病院診療局救命救急セン
ター長

医師 山口　均

命 病院事業部市民病院診療局血液内科医
長

医師 西山　誉大

命 病院事業部市民病院診療局小児科医長 医師 長屋　嘉顕

命 病院事業部市民病院診療局外科医長 医師 末岡　智

命 病院事業部市民病院診療局放射線診断
科医長

医師 西川　浩子

命 病院事業部市民病院診療局がん治療セン
ター外来化学療法室医長

医師 龍華　朱音
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