
平成２８年３月２５日内示
平成２８年４月　１日発令

部長職　８名
氏  名 新 旧

1 古川　和子 市民部長（再任用） 市民部長

2 小笠 俊樹

環境共生部長（兼ねてクリーンセ
ンター長事務取扱・兼ねて新可燃
ごみ処理施設周辺環境整備担
当）

クリーンセンター長（兼ねて新可
燃ごみ処理施設周辺環境整備担
当）

3 田村 満 産業スポーツ部長
まちづくり部参事（産業振興担当）
（兼ねて産業振興課長事務取扱）

4 徳田 雅信
産業スポーツ部参事（芸術文化ス
ポーツ担当）

まちづくり部参事（芸術文化ス
ポーツ担当・兼ねて東京オリン
ピック・パラリンピック担当）

5 岡野 仁 教育部長 行政管理チームマネージャー

6 依光 悦朗
副院長（兼ねて診療部長事務取
扱）

市立病院参事（副院長待遇）（兼
ねて診療部長事務取扱)(兼ねて
整形外科部長事務取扱）

7 原 晃一
市立病院医療安全担当部長（兼
ねて医療安全管理室長事務取
扱）

市立病院医療安全担当部長

8 山田　二郎 議会事務局長（再任用） 議会事務局長

部長職昇任者　５名
氏  名 新 旧

1 安井 弘之
総務部参事（法務争訟担当）（兼
ねて浅川清流環境組合）

総務部付主幹（法務担当）（兼ね
て浅川清流環境組合）

2 立川 智
総務部参事（兼ねて防災安全課
長事務取扱）

議会事務局次長

3 宮田 守 まちづくり部長 防災安全課長

4 小塩 茂 子ども部長 財政課長

5 真島 均
会計管理者（兼ねて浅川清流環
境組合）

ごみゼロ推進課長（兼ねて施設建
設調整担当）

日野市人事異動内示(課長補佐職以上)
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課長職　３１名

氏  名 新 旧

1 仁賀田 宏 企画経営課長 企画調整課長

2 萩原 久美子
企画経営課主幹（行財政改革担
当）

企画部主幹（行政管理担当）(業
務分析担当）

3 伊藤 圭一
企画経営課主幹（検査担当）（兼
ねて浅川清流環境組合）

道路課長

4 高原 洋平
企画経営課主幹（公共施設等総
合管理計画策定担当）

企画部主幹（公共施設等総合管
理計画策定担当）

5 池田　正昭
シティセールス推進課長（再任
用）

子ども部長

6 河﨑 孝史
企画部主幹（シティセールス・情
報発信担当）

企画部主幹（広報担当）（シティ
セールス・情報発信担当）

7 川本 泉 財産管理課主幹（施設管理担当）
財産管理課主幹（施設管理担当）
（兼ねて施設係長事務取扱）

8 高橋 登 情報システム課長 情報システム課主幹

9 奥住 大輔 七生支所長 総務課主幹（統計担当）

10 鈴木 俊之 資産税課長 学校課長

11 長谷川 浩之 環境保全課長 障害福祉課長

12 小澤 幸一
ごみゼロ推進課長（兼ねて施設建
設調整担当）

健康福祉部主幹（臨時福祉給付
金担当）（兼ねて子ども部子育て
世帯臨時特例給付金担当）

13 原 正明
ごみゼロ推進課主幹（ごみゼロプ
ラン策定担当）

緑と清流課長

14 北島 英明 産業振興課長
産業振興課主幹（ものづくり推進
担当）

15 小松 利夫 観光振興課長 産業振興課主幹（観光振興担当）
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氏  名 新 旧

16 秦 広一 文化スポーツ課長
※産業スポーツ部

文化スポーツ課長
※まちづくり部

17 宮澤 隆
文化スポーツ課主幹（芸術文化
担当）（兼ねて芸術文化係長事務
取扱）

資産税課長

18 佐野　榮一
新選組のふるさと歴史館長（再任
用）　※産業スポーツ部

新選組のふるさと歴史館長（再任
用）　※まちづくり部

19 久保田 博之
健康福祉部主幹（臨時福祉給付
金担当）

環境保全課長

20 根津 敏明 障害福祉課長 教育支援課長

21 宮澤 隆之 高齢福祉課長 子ども家庭支援センター長

22 青木 真一郎 セーフティネットコールセンター長 男女平等課長

23 堀辺 美子 子ども家庭支援センター長 セーフティネットコールセンター長

24 加藤 真人 学校課長 情報システム課長

25 山口 敦子 学校課主幹（保健給食担当） 市立病院栄養科主幹

26 横井 和夫 教育支援課長 防災安全課主幹（消防団担当）

27 藤田 晃司 市立病院外科部長
市立病院外科部長（兼ねて医療
安全管理室長）

28 塩野 将平
市立病院整形外科部長（兼ねて
救急科勤務）

市立病院整形外科医長（兼ねて
救急科医長）

29 柳下 玲子 市立病院産科担当部長 市立病院産婦人科医長

30 塩谷　知子
市立病院事務部主幹（人材育成
担当）

市立病院事務部参事（高齢者対
応システム化担当）

31 関 健史 議会事務局次長 高齢福祉課長
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課長職昇任者９名
氏  名 新 旧

1 村田 幹生 財政課長 財政課副主幹

2 田中 洋平 男女平等課長 企画調整課副主幹

3 平 義彦 緑と清流課長 緑と清流課課長補佐

4 小俣 太郎 道路課長 道路課課長補佐

5 浅川 浩二
都市農業振興課長（兼ねて農業
委員会事務局長事務取扱）

都市計画課課長補佐

6 長島 稔
健康福祉部主幹（地域医療政策
担当）

生涯学習課課長補佐

7 谷 光彦
子育て課主幹（児童館・学童クラ
ブ担当）

子育て課課長補佐（兼ねて子育
て係長事務取扱）

8 小樋山 充
会計課長（兼ねて会計係長事務
取扱）

会計課課長補佐

9 飯倉 直子 図書館長
図書館副主幹（第３次子ども読書
推進計画策定担当）
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課長補佐職　12名

氏  名 新 旧

1 中沢 智道 シティセールス推進課副主幹 市長公室（広報担当）副主幹

2 榊原 信之
財産管理課課長補佐（兼ねて施
設係長事務取扱）

財産管理課副主幹（設備・庁舎管
理担当）

3 奥住 精二
市民窓口課副主幹（窓口業務改
革担当）

総務課課長補佐（兼ねて総務係
長事務取扱）

4 高木 秀樹
緑と清流課課長補佐（兼ねて水
路清流係長事務取扱）

緑と清流課課長補佐（兼ねて緑
政係長事務取扱）

5 川鍋 孝史
都市計画課課長補佐（兼ねて住
宅政策係長事務取扱）

都市計画課副主幹(空き家等対
策担当）（住宅マスタープラン進
行管理担当）

6 矢光 由貴夫
産業振興課課長補佐（兼ねても
のづくり推進係長事務取扱）

産業振興課副主幹（工業振興担
当）

7 中村 光孝
文化スポーツ課課長補佐（兼ねて
スポーツ係長事務取扱）

文化スポーツ課課長補佐（兼ねて
芸術文化係長事務取扱・兼ねて
スポーツ係長事務取扱）

8 金野 啓史 新選組のふるさと歴史館副主幹
※産業スポーツ部

新選組のふるさと歴史館副主幹
※まちづくり部

9 青石 和久
図書館副主幹（中央図書館リ
ニューアル基本計画・基本設計
担当）

図書館副主幹（第2次図書館基本
計画・50周年記念事業担当）

10 志賀 洋史 市立病院循環器科医長 市立病院循環器科主任医員

11 一坂 俊介 市立病院外科医長 市立病院外科主任医員

12 谷 剛毅 市立病院医事課課長補佐
子育て課課長補佐（兼ねて地域
青少年係長事務取扱）
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課長補佐職昇任者　１１名

氏  名 新 旧

1 永島 英彦 財政課副主幹 学校課保健給食係長

2 鈴木 宏明
財産管理課課長補佐（兼ねて財
産係長事務取扱）

財産管理課財産係長

3 白井 和美
防災安全課課長補佐（兼ねて安
全安心係長事務取扱）

防災安全課安全安心係長

4 山本 修平
都市計画課副主幹（歩きたくなる
まちづくり担当）

都市計画課主査

5 西山 律子
保育課課長補佐（兼ねて保育幼
稚園係長事務取扱）

保育課保育幼稚園係長

6 島崎 佳美
保育課付副主幹（兼ねてみさわ
保育園園長事務取扱）

みさわ保育園園長

7 深澤 幸子
保育課付副主幹（兼ねてたかは
た台保育園園長事務取扱）

たかはた台保育園園長

8 川嶋 かおり
保育課付副主幹（兼ねてあさひが
おか保育園）

あさひがおか保育園主査

9 小野 早苗
保育課付副主幹（兼ねてしんさか
した保育園園長事務取扱）

もぐさ台保育園園長

10 三好 毅
庶務課課長補佐（兼ねて庶務係
長事務取扱）

庶務課庶務係長

11 大澤 満 市立病院放射線技術科科長補佐 市立病院放射線技術科主査
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