
令和５年３月８日

　　関　係　者　各　位

総　務　課　長

　令和５年４月１日付けで次のとおり人事異動が行われますのでお知らせします。

＜ 異 動 後 ＞ ＜ 氏 名 ＞ ＜ 異 動 前 ＞

≪課　長　級≫

総務課長兼こども未来課参事 井  上    　毅 こども未来課長

財政課長兼会計課長

会計管理者
目　黒　博　之

税務課長兼会計課長

会計管理者

税務課長【昇任】 長　澤　祥　子
総務課課長補佐総括係長兼防災

係長事務取扱

農林課長兼上下水道課参事 佐　藤　正　直
加茂市介護・看護支援センター

所長兼上下水道課長

商工観光課長【昇任】 齋　藤　久　子 総務課課長補佐政策推進室長

兼ねて商工観光課参事 石　附　敏　春

環境課長
加茂市・田上町消防衛生保育組
合事務局長兼病児保育園長事務
取扱

こども未来課長 五十嵐　　　卓
スポーツ振興課長勤労青少年

ホーム館長事務取扱

人　事　異　動　に　つ　い　て



健康福祉課長（福祉事務所長） 大　野　博　司 議会事務局長

上下水道課長【昇任】 坪  谷　雄　治
上下水道課参事工務第二係長事

務取扱

長寿あんしん課長兼環境課参事 藤　田　和　夫 健康福祉課長（福祉事務所長）

議会事務局長【昇任】 坂　井　恵　里
議会事務局次長議会係長事務取

扱

監査委員事務局長【昇任】 中　野　　　徹
総務課課長補佐広報広聴係長兼
情報政策係長事務取扱兼政策推
進室次長

農業委員会事務局長兼農林課参

事【昇任】
太　田　憲　之

財政課課長補佐財政係長事務取

扱

庶務課長 草　野　智　文 庶務課長兼文化会館長

スポーツ振興課長勤労青少年

ホーム館長事務取扱【昇任】
籾　山　　　太

税務課課長補佐資産税係長事務

取扱

塩　野　高　之
建設課課長補佐工務係長兼維持

係長事務取扱

≪課長補佐級≫

総務課課長補佐政策推進室長政
策企画係長兼政策推進係長兼国
際交流係長事務取扱

小　柳　貴　之
総務課課長補佐政策推進室次長
政策企画係長兼国際交流係長事
務取扱

総務課課長補佐総括係長兼防災

係長事務取扱
小　柳　豪　志

総務課課長補佐秘書係長兼防災

係長事務取扱
齋　藤　祐　樹

総務課課長補佐秘書係長兼防災

係長事務取扱兼政策推進室次長

環境課課長補佐公害交通係長事
務取扱
加茂市・田上町消防衛生保育組
合事務局次長

建設課参事維持係長兼工務係長

事務取扱兼環境課参事ごみ処理

施設建設準備室長【昇任】



財政課課長補佐管財係長事務取

扱
阿　部　洋　昭

健康福祉課課長補佐障がい支援

係長事務取扱

税務課課長補佐資産税係長事務

取扱
外　山　博　昭

商工観光課課長補佐観光係長兼

産業企画係長事務取扱【昇任】
飯　塚  優  子

市民課国民年金係長兼総務課政

策推進室

環境課課長補佐生活環境係長事

務取扱【昇任】
土　田　千亜紀

環境課生活環境係長兼総務課政

策推進室

健康福祉課課長補佐健康づくり

係長事務取扱【昇任】
樋　口　いずみ こども未来課こども未来係長

健康福祉課課長補佐福祉係長事

務取扱
吉　田　国　義

学校教育課課長補佐学事係長事

務取扱

上下水道課課長補佐庶務係長事

務取扱
細　島　優　子

市民課課長補佐市民係長事務取

扱

上下水道課課長補佐工務第二係

長事務取扱
諸　橋　慶太郎

長寿あんしん課課長補佐介護保

険係長事務取扱
美　原　　　暁 農業委員会事務局次長

長寿あんしん課課長補佐地域包

括支援係長事務取扱
吉　塚　裕　史

加茂市介護・看護支援センター

次長地域包括支援係長事務取扱

長寿あんしん課課長補佐地域包

括支援係長事務取扱
吉　原　千鶴子

加茂市介護・看護支援センター

次長地域包括支援係長事務取扱

議会事務局次長議会係長事務取

扱
横　山　　　健

加茂市介護・看護支援センター

次長介護保険係長事務取扱

学校教育課課長補佐学事係長事

務取扱
茂　野　幸　栄

税務課課長補佐民税係長兼収税

係長事務取扱

上下水道課課長補佐工務第二係

長事務取扱兼農林課課長補佐農

林土木係長事務取扱

上下水道課課長補佐庶務係長兼

業務係長事務取扱兼総務課課長

補佐情報政策係長事務取扱



社会教育課課長補佐図書館次長 目　黒　悦　子
商工観光課課長補佐産業企画係

長事務取扱

社会教育課課長補佐社会教育係

長事務取扱
橋  本    　尚

文化会館次長管理係長兼業務係

長事務取扱

≪係　長≫

兼ねて環境課ごみ処理施設建設

準備室
近　藤　真　史

総務課政策推進室政策推進係長

兼建設課建築係長

総務課政策推進室政策企画係長

兼政策推進係長【昇任】
三　浦　直　樹 総務課政策推進室主査

総務課秘書係長 吉　田　和　実
健康福祉課健康づくり係長

兼ねて国際交流係長 小　柳　真　人
総務課広報広聴係長兼情報政策

係長兼政策推進室

財政課財政係長兼総務課政策推

進室政策企画係長
山  田  泰  弘

財政課財政係長兼税務課収税係

長

財政課財政係長 古川原  元  樹
農林課振興係長兼総務課政策推

進室

財政課統計係長兼税務課収税係

長
渋  谷      肇 社会教育課社会教育係長

農林課振興係長兼建設課維持係

長
関　山　雄　一 建設課維持係長

商工観光課観光係長兼産業企画

係長兼ふるさと寄付金係長
鈴　木　宏　和

市民課市民係長 鶴　巻　正　典 健康福祉課福祉係長

商工観光課観光係長兼産業企画

係長兼ふるさと寄付金係長兼総

務課政策推進室



環境課公害交通係長兼生活環境

係長兼ごみ処理施設建設準備室
坪　谷　哲　志 財政課統計係長兼管財係長

こども未来係長（栄養士）【昇

任】
鈴　木　良　美 こども未来課主査（栄養士）

健康福祉課健康づくり係長兼会

計課出納係長
堀  内      厚 健康福祉課健康づくり係長

健康福祉課障がい支援係長 酒　井　英　美 総務課秘書係長兼政策推進室

長寿あんしん課介護保険係長 瀧  澤      裕
加茂市介護・看護支援センター

介護保険係長

長寿あんしん課地域包括支援係

長（保健師）
熊　倉　真知子

健康福祉課健康づくり係長（保

健師）

長寿あんしん課地域包括支援係

長
兵  田　と　も

加茂市介護・看護支援センター

地域包括支援係長

長寿あんしん課地域包括支援係

長
笠  原  理  江

学校教育課学事係長兼総務課政

策推進室

会計課出納係長兼税務課民税係

長
吉　田　節　子 財政課管財係長

≪主　　任≫

健康福祉課主任兼長寿あんしん

課主任【降任】
石　井　美代子 会計課出納係長

学校教育課主任 美　原　弘　美 健康福祉課主任

≪主　　査≫

総務課主査 大　矢　　　緑 税務課主査

総務課主査 小　川　真由美 市民課主査



税務課主査 清　水　泰　斗
加茂市介護・看護支援センター

主査（理学療法士）

税務課主査 外　山　麻以子 上下水道課主査

税務課主査兼総務課兼政策推進

室
新井田　千　聖 税務課主査

市民課主査【昇任】 間　野　裕　喜 健康福祉課

こども未来課主査 明田川  裕  美 社会教育課主査

こども未来課主査（保健師） 小　島　由美子
こども未来課主査（保健師）兼

総務課政策推進室

こども未来課主査（保育士）

【昇任】
本　多　彩　香 こども未来課（保育士）

こども未来課主査（保育士）

【昇任】
小　柳　麻理恵 こども未来課（保育士）

こども未来課主査（保育士）

【昇任】
布　施　美　穂 こども未来課（保育士）

こども未来課主査（保育士）

【昇任】
小　嶋　あゆみ こども未来課（保育士）

健康福祉課主査【昇任】 小　林　高　大 健康福祉課

建設課主査 和　田　丈　裕 建設課主査兼税務課

長寿あんしん課主査 川　崎　裕　也
加茂市介護・看護支援センター

主査兼総務課政策推進室



長寿あんしん課主査（保健師） 髙　野　智　恵
加茂市介護・看護支援センター

主査（保健師）

スポーツ振興課主査【昇任】 猪　俣　隆　由 健康福祉課（保健師）

≪配　置　替≫

兼ねて政策推進室 有　本　隆　輔 総務課

総務課 新　保　武　尊 総務課兼政策推進室

兼ねて税務課 阿　部　凌　佑 農林課

兼ねて税務課 相　田　聖　菜 環境課

環境課兼総務課兼政策推進室 齋　藤　優里愛 総務課兼政策推進室

兼ねて税務課 坂　内　綾　夏 こども未来課

健康福祉課（保健師） 山　本　恵　里
加茂市介護・看護支援センター

（保健師）

兼ねて税務課 平　原　蒼　己 健康福祉課

≪再　任　用≫

環境課課長補佐ごみ処理施設建
設準備室次長兼農林課副参事農
林土木係長事務取扱

明田川　太　門

建設課課長補佐管理係長事務取

扱
大　竹  久　範



上下水道課課長補佐兼浄化セン

ター長
珊　瑚　　　保

環境課課長補佐兼上下水道課課
長補佐経営戦略係長事務取扱
加茂市・田上町消防衛生保育組
合事務局次長清掃センター長兼
衛生センター長事務取扱

土　田　修　也

上下水道課課長補佐経営戦略係

長事務取扱
車　谷　憲　繁

会計課課長補佐出納係長事務取
扱兼議会事務局次長議会係長事
務取扱

野　村　直　美

スポーツ振興課課長補佐兼温水
プール館長兼温水プール管理係
長事務取扱

和　田　正　利

健康福祉課主任 齋　藤　美佐子

こども未来課主査 阿　部　富喜子

≪新 規 採 用≫

総務課政策推進室 近　藤　侯　樹

総務課兼政策推進室 岡　　　美　羽

こども未来課（保健師） 井　上　歩　佳

健康福祉課（栄養士） 山　下　真　希

建設課 安　中　浩　希



上下水道課 廣　田　未　実

長寿あんしん課 入　澤　真　穂

≪退　　　職≫ 令和５年３月３１日付

明田川　太　門 総務課長

車　谷　憲　繁 財政課長

大　竹  久　範 農林課長兼農業委員会事務局長

吉　田　裕　之 商工観光課長

齋　藤　美佐子 監査委員事務局長

野　村　直　美
会計課課長補佐出納係長事務取
扱兼議会事務局次長議会係長事
務取扱

金　子　寿　代 健康福祉課主査（保健師）

松　井　遼太郎 加茂市介護・看護支援センター

≪再任用任期満了≫ 令和５年３月３１日付

吉　田　公　房 環境課生活環境係長

今　井　よし子
加茂市介護・看護支援センター

主査



＜ 異 動 後 ＞ ＜ 氏 名 ＞ ＜ 異 動 前 ＞

消防本部・消防長

消防司令長【昇任】
萱　森　修　一

消防本部・総務課長

消防司令

消防本部・署長

消防司令
笠　間　圭　介

消防本部・警防課長

消防司令

消防本部・総務課長

消防司令
相　田　　　靖

消防本部・予防課長

消防司令

消防本部・予防課長

消防司令【昇任】
片　岡　　　健

消防本部・予防課指導係長

消防署・次長・消防司令

消防本部・警防課長

消防司令【昇任】
豊　田　　　浩

消防本部・警防課機械係長

消防署・次長・消防司令

武　内　　　淳
消防署・出張所長

消防司令補

原　田　敏　裕
消防本部・予防課予防係長

消防署・小隊長・消防司令

消防署・出張所長

消防司令
山　口　和　博

消防本部・警防課救急救助係長

消防署・小隊長・消防司令

消防署・小隊長

消防司令補【昇任】
小　菅　浩　靖

消防署・分隊長

消防司令補

消防署・小隊長

消防司令補【昇任】
保　倉　信　明 消防署・分隊長・消防司令補

（加茂地域消防本部・加茂地域消防署）

≪加茂市・田上町消防衛生保育組合≫

消防本部

消防署・次長・消防司令【昇

任】

消防本部

消防署・次長・消防司令【昇

任】



白　石　幸　穂
消防署・出張所・分隊長

消防司令補

鈴　木　　　仁
消防署・出張所・分隊長

消防司令補

中　山　　　徹 消防署・分隊長・消防司令補

水　野　　　武 消防署・分隊長・消防司令補

渡　辺　尚　武
消防署・出張所・分隊長

消防司令補

番　場　昭　雄
消防署・分隊長

消防司令補

消防署・出張所・分隊長

消防司令補
茂　岡　正　人 消防署・分隊長・消防司令補

消防署・出張所・分隊長

消防司令補
小　林　利　徳

消防署・分隊長

消防司令補

消防署・出張所・分隊長

消防司令補
小　柳　卓　也

消防署・分隊長

消防司令補

消防署・分隊長

消防司令補【昇任】
廣　川　慎　一

消防署

消防司令補

消防署・分隊長

消防司令補【昇任】
中　野　　　淳

消防署

消防司令補

消防署・出張所

消防副士長【昇任】
宮　口　兼　斗

消防署・出張所

消防士

消防本部・予防課指導係長

消防署・分隊長・消防司令補

【昇任】

消防本部・予防課予防係長

消防署・分隊長・消防司令補

【昇任】

消防本部・警防課機械係長

消防署・分隊長・消防司令補

【昇任】

消防本部・総務課通信係長

消防署・分隊長・消防司令補

【昇任】

消防本部・警防課救急係長

消防署・分隊長・消防司令補

【昇任】

消防本部・警防課救助係長

消防署・分隊長・消防司令補

【昇任】



消防署・出張所

消防士
阿  部　雄  大 消防士

≪再　任　用≫

熊　谷　幸　博
消防本部・消防長

消防司令長

≪新 規 採 用≫

消防署

消防士
森　山　光　成

消防署

消防士
殖　栗　悠　大

消防署

消防士
赤　塚　柾　大

≪退　　　職≫ 令和５年３月３１日付

熊　谷　幸　博
消防本部・消防長

消防司令長

小　杉　正　幸
消防署・署長

消防司令長

齋　藤　雄　介
消防署・出張所

消防副士長

山　口　順　生 消防士

加茂市・田上町消防衛生保育組

合事務局次長兼ごみ処理施設建

設準備室次長


