
枚方市人事異動　
平成３１年３月３１日　付

＜４月１日朝刊から解禁でお願いします。＞

【定年退職】

《理事級》

佐藤　伸彦 理事(地方創生担当) 兼 総合政策部長

奥　誠二 教育委員会 事務局 教育次長

《部長級》

水野　裕一 総務部長

坂田　幸子 長寿社会部長

阪本　徹 福祉部長(福祉事務所長)

大倉　伸之 環境部長

松本　進吾 土木部長

延永　泰彦 会計管理者

湯川　敏郎 上下水道局 上下水道事業部長

《参事級》

米倉　健司 市長公室 参事(人権擁護推進担当) 兼 次長 兼 人権政策室長

《次長級》

中山　宏 市民安全部 次長 兼 大阪北部地震等被災者支援対策室長

門田　豊 財務部 次長 兼 税務室長

金沢　賢一 健康部 保健所 副所長(次長級)

笠井　正治 福祉部 次長 兼 生活福祉室長

山本　浩久 都市整備部 次長 兼 施設整備室長

荻野　晋三 教育委員会 事務局 学校教育部 次長 兼 総合教育部 副参事

《副参事級》

中山　和男 枚方京田辺環境施設組合へ派遣（環境部 副参事）

鈴江　智 教育委員会 事務局 社会教育部 文化財課長(副参事級)

《課長級》

岡村　理恵 市長公室 人権政策室 課長(男女共同参画担当)

椋野　正稔 産業文化部 農業振興課長 併 農業委員会事務局 主幹

水本　博 健康部 健康総務課 主幹

相良　岩雄 環境部 東部清掃工場 主幹

竹本　昌彦 環境部 淀川衛生事業所 課長

松村　和則 土木部 みち・みどり室 主幹

谷崎　浩一 会計課長

森井　清隆 上下水道局 上下水道事業部 上水道工務課長

近藤　英樹 上下水道局 上下水道事業部 上水道保全課 主幹

【大阪府へ帰任】

《部長級》

二見　康夫 　市駅周辺等活性化推進部長
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《課長級》

塩野　将巳 　健康部 保健所 保健衛生課長

島野　元伸 　健康部 保健所 保健衛生課 主幹

【大阪府警察本部へ帰任】(平成31年３月18日付)

《副参事級》

田中　渉 　市民安全部 副参事
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枚方市人事異動　
平成３１年３月３１日　付

＜４月１日朝刊から解禁でお願いします。＞

【大阪府教育委員会へ帰任（教育公務員）】

《部長級》

花﨑　知行 　教育委員会 事務局 学校教育部長

《課長級》

吉田　努 　教育委員会 事務局 学校教育部 教職員課 主幹

野上　敦子 　教育委員会 事務局 学校教育部 児童生徒支援室 主幹

吉川　茂樹 　教育委員会 事務局 学校教育部 教育指導課 主幹

服部　陽介 　教育委員会 事務局 学校教育部 教育研修課 主幹

矢島　義嗣 　教育委員会 事務局 学校教育部 教育研修課 主幹
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枚方市人事異動　
平成３１年３月３１日　付

＜４月１日朝刊から解禁でお願いします。＞

【定年退職】

《理事級》

森田　眞照 　市立ひらかた病院長

《次長級》

杉本　美智子 　市立ひらかた病院 医療安全管理室 副室長 兼 科長

1（3月31日付）



枚方市人事異動

平成３１年４月１日 付

＜４月１日朝刊から解禁でお願いします。＞

【人事異動】

《理事級》

▽理事<観光施策推進担当> 兼 財務部長(財務部長)宮垣　純一

▽教育委員会 事務局 教育次長 兼 総合教育部長(教育委員会 事務局 総合教育部長)森澤　可幸

《部長級》

▽総合政策部長(総合政策部 次長)田中　哲夫

▽市駅周辺等活性化推進部長(上下水道局 上下水道事業部 次長<北部別館総括を含む>)兼瀬　和海

▽総務部長(総務部 次長)藤原　卓也

▽長寿社会部長(長寿社会部 次長)横尾　佳子

▽福祉部長<福祉事務所長>(市民安全部 次長 兼 市民室長)古満　園美

▽環境部長(環境部 次長 兼 淀川衛生事業所長)川南　裕

▽都市整備部長(市駅周辺等活性化推進部 次長)山中　信之

▽土木部長(土木部 次長)山下　功

▽会計管理者(農業委員会事務局長<参事級> 併 産業文化部 参事<農業振興推進担当>)木挽　孝規

▽上下水道局 上下水道事業部長(都市整備部長)白石　金吾

《参事級》

▽市議会事務局 参事 兼 次長(市長公室 参事<情報発信推進担当> 兼 次長)五島　祥文

▽農業委員会事務局長<参事級> 併 産業文化部 参事<農業振興推進担当>(環境部 次長 兼 減量業務室長)清水　義徳

《次長級》

▽市長公室 次長(産業文化部 次長)山中　勇

▽市長公室 次長(健康部 国民健康保険室 課長<総務・給付担当>)武田　圭司

▽総合政策部 次長(教育委員会 事務局 社会教育部 放課後子ども課長<副参事級>)前村　卓志

▽市民安全部 次長(市民安全部 市民活動課長)増尾　友治

▽総務部 次長(上下水道局 上下水道経営部 上下水道経営室 課長<総務担当>)竹島　弘光

▽産業文化部 次長 兼 プレミアム付商品券室長(教育委員会 事務局 社会教育部 次長)片岡　政夫

▽産業文化部 次長(市議会事務局 次長)大西　佳則

▽健康部 次長(健康部 次長 兼 国民健康保険室長)小川　考之

▽健康部 保健所 副所長<次長級>(健康部 次長)西岡　美砂子

1（4月1日付）



▽健康部 保健所 副所長<次長級> 兼 保健センター長(健康部 保健所 保健センター長<次長級>)中川　多喜

▽長寿社会部 次長(長寿社会部 介護保険課長)山本　宣茂

▽都市整備部 次長(都市整備部 都市計画課長)中村　克俊

▽土木部 次長(都市整備部 次長)田村　孝文

▽教育委員会 事務局 学校教育部 次長 兼 総合教育部 副参事
(子ども青少年部 次長 兼 子ども総合相談センター 所長)藤丸　知子

▽上下水道局 上下水道事業部 次長(上下水道局 上下水道事業部 次長<春日事務所総括を含む>)松下　明弘

《室長級》

▽福祉部 生活福祉室長(福祉部 生活福祉室 課長<副参事級><高齢・総務担当>)小寺　正豊

▽環境部 減量業務室長(環境部 減量業務室 課長<副参事級>)山下　弘行

《副参事級》

▽健康部 国民健康保険室 課長<副参事級><資格・納付担当>(健康部 保健所 保健企画課長<副参事級>)立岡　恵美

▽健康部 国民健康保険室 課長<副参事級><総務・給付担当>
(健康部 国民健康保険室 課長<副参事級><資格・納付担当>)小菅　徹

《課長級》

▽市長公室 人権政策室 課長<男女共同参画担当>(福祉部 障害福祉室 課長<総務・事業担当>)竹内　千冬

▽総合政策部 企画課長(産業文化部 産業文化政策課長)今市　将和

▽総合政策部 財政課長(財務部 財政課長)中川　一郎

▽総合政策部 ひらかた魅力推進課長(財務部 契約課長)田中　朗

▽市民安全部 市民室 課長<戸籍・住基担当>(産業文化部 商工振興課長)沖　卓磨

▽市民安全部 市民活動課長(市民安全部 市民活動課 課長代理)山口　竜二

▽市民安全部 危機管理室 課長<消防・防災担当>(市民安全部 危機管理室 課長代理)西村　隆志

▽総務部 職員課長(総務部 職員課 課長代理)木邨　智博

▽総務部 コンプライアンス推進課長(長寿社会部 長寿社会総務課長)横川　努

▽財務部 資産活用課長(子ども青少年部 子育て事業課長)西本　智樹

▽財務部 契約課長(総務部 コンプライアンス推進課長)山下　敬夫

▽財務部 税務室 市民税課長(財務部 税務室 納税課長)吉岡　潔朗

▽産業文化部 産業文化政策課長(総合政策部 ひらかた魅力推進課長)巽　幸弘

▽産業文化部 商工振興課長(市立ひらかた病院 事務局 経営管理室 経営企画課長)山本　正之

▽産業文化部 生涯学習課長(市民安全部 危機管理室 課長<危機管理・防犯担当>)平田　益久

▽健康部 保健所 保健企画課長(子ども青少年部 子ども総合相談センター 課長<家庭児童相談担当>)橋本　美弥子
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▽健康部 保健所 保健予防課長(健康部 保健所 保健センター 課長<母子保健担当>)上田　智子

▽健康部 保健所 保健センター 課長<母子保健担当>(健康部 保健所 保健予防課長)村上　朋子

▽長寿社会部 長寿社会総務課長(土木部 交通対策課長)黒川　清

▽長寿社会部 介護保険課長(財務部 税務室 市民税課長)岩崎　修二

▽福祉部 生活福祉室 課長<高齢・総務担当>(福祉部 生活福祉室 課長<自立支援担当>)藤重　寛

▽福祉部 生活福祉室 課長<自立支援担当>(福祉部 生活福祉室 課長代理)田中　佐恵

▽福祉部 障害福祉室 課長<総務・事業担当>(市民安全部 市民室 課長<戸籍・住基担当>)藤本　久美子

▽子ども青少年部 子育て事業課長(子ども青少年部 子ども青少年政策課 課長代理)多田　育代

▽子ども青少年部 子育て運営課長(総合政策部 企画課長)田中　祐子

▽市立ひらかた子ども発達支援センター 所長(子ども青少年部 子育て運営課長)林　訓之

▽子ども青少年部 子ども総合相談センター 課長<家庭児童相談担当>(総務部 総務管理課 課長代理)平田　圭介

▽環境部 減量業務室 課長(環境部 減量業務室 課長代理)一木　豊

▽都市整備部 都市計画課長(土木部 道路河川整備課長)北尾　直治

▽都市整備部 開発指導室 開発審査課長(都市整備部 開発指導室 建築安全課長)吉田　裕志

▽都市整備部 開発指導室 建築安全課長(都市整備部 開発指導室 開発審査課長)新内　康芳

▽土木部 土木政策課長(土木部 土木政策課 課長代理)佐々木　麻奈

▽土木部 道路河川整備課長(土木部 道路河川整備課 課長代理)森　清太郎

▽土木部 みち・みどり室 課長<施設維持担当>(土木部 みち・みどり室 課長<道路河川補修担当>)明石　謙一郎

▽土木部 みち・みどり室 課長<整備管理担当>(土木部 土木政策課長)瀬戸口　徹

▽土木部 みち・みどり室 課長<総務緑化担当>(土木部 みち・みどり室 課長<里山みどり担当>)西倉　優子

▽土木部 交通対策課長(土木部 みち・みどり室 課長<公園整備担当>)今木　隆茂

▽会計課長(会計課 課長代理)宮﨑　敏輝

▽教育委員会 事務局 社会教育部 社会教育課長(財務部 資産活用課長)河田　淳一

▽教育委員会 事務局 社会教育部 放課後子ども課長(産業文化部 生涯学習課長)赤土　孝史

▽教育委員会 事務局 社会教育部 文化財課長
(教育委員会 事務局 社会教育部 文化財課 課長代理 兼 枚方市立旧田中家鋳物民俗資料館長)川口　政芳

▽上下水道局 上下水道経営部 上下水道経営室 課長<総務担当>
(上下水道局 上下水道経営部 上下水道経営室 課長代理)北田　勝代

▽上下水道局 上下水道経営部 下水道管理課長(上下水道局 上下水道経営部 下水道管理課 課長代理)松原　秀岳

▽上下水道局 上下水道事業部 上下水道計画課長(上下水道局 上下水道経営部 下水道管理課長)田中　博隆

▽上下水道局 上下水道事業部 上水道工務課長(上下水道局 上下水道事業部 上下水道計画課長)長谷川　美佐雄

▽上下水道局 上下水道事業部 上水道保全課長
(農業委員会事務局 次長<課長級> 併 産業文化部 農業振興課 主幹)奥野　宏

▽市立ひらかた病院 事務局 経営管理室 経営企画課長(総務部 職員課長)小篠　俊文

▽市立ひらかた病院 事務局 医事課長(選挙管理委員会事務局 次長<課長級>)大西　珠

▽市立ひらかた病院 医療相談・連携室 課長(市立ひらかた病院 事務局 医事課長)松村　朗宏

▽選挙管理委員会事務局 次長<課長級>(選挙管理委員会事務局 課長代理)木村　吉希

▽農業委員会事務局 次長<課長級> 併 産業文化部 農業振興課長
(教育委員会 事務局 総合教育部 学校規模調整課 課長代理)平野　義久
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【採用(特定任期付職員)】

▽戦略監<ＩＣＴ・行財政担当>奥　誠二

▽戦略監<まちづくり・防災担当>佐藤　伸彦

▽戦略監<待機児童解消担当>水野　裕一

【枚方寝屋川消防組合から派遣】

《次長級》

▽健康部 次長（保健所危機管理施策担当）山口　喜昭
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枚方市人事異動

平成３１年４月１日 付

＜４月１日朝刊から解禁でお願いします。＞

【人事異動】

《部長級》

▽教育委員会 事務局 学校教育部長　(教育委員会 事務局 学校教育部 次長 兼 児童生徒支援室長) 狩野　雅彦

《次長級》

▽教育委員会 事務局 学校教育部 次長 兼 児童生徒支援室長　(教育委員会 事務局 学校教育部 教職員課長) 千原　正敏

《課長級》

▽教育委員会 事務局 学校教育部 教職員課長　(教育委員会 事務局 学校教育部 教職員課 主幹) 鴨田　慎司

▽教育委員会 事務局 学校教育部 教職員課 主幹　(教育委員会 事務局 学校教育部 教職員課 係長) 伊藤　閣啓

▽教育委員会 事務局 学校教育部 教職員課 主幹　(教育委員会 事務局 学校教育部 教職員課 係長) 川端　久士

【採用(教育公務員)】

《課長級》

▽教育委員会 事務局 学校教育部 児童生徒支援室 主幹 山元　行平

▽教育委員会 事務局 学校教育部 児童生徒支援室 主幹 太田　奈緒子

▽教育委員会 事務局 学校教育部 教育指導課 主幹 井手内　太吾

▽教育委員会 事務局 学校教育部 教育研修課 主幹 田中　毅

1（4月1日付）



枚方市人事異動

平成３１年４月１日 付

＜４月１日朝刊から解禁でお願いします。＞

【人事異動】

《理事級》

▽市立ひらかた病院長 (市立ひらかた病院 副院長 兼 診療局 外科 主任部長) 林　道廣

《部長級》

▽市立ひらかた病院 副院長 兼 薬剤部長 兼 診療局 内科 主任部長
  (市立ひらかた病院 副院長 兼 医療相談・連携室長 兼 診療局 内科 主任部長) 坂根　貞樹

▽市立ひらかた病院 副院長 兼 医療安全管理室長 兼 診療局 外科 主任部長
  (市立ひらかた病院 副院長 兼 医療安全管理室長 兼 診療局 外科 主任部長 兼 内視鏡外科センター長) 木下　隆

▽市立ひらかた病院 副院長 兼 診療局長 兼 医療相談・連携室長
  (市立ひらかた病院 副院長 兼 診療局長 兼 薬剤部長) 赤塚　正文

▽市立ひらかた病院 副院長 兼 看護局長 (市立ひらかた病院 看護局長) 白石　由美

《参事級》

▽市立ひらかた病院 診療局 参事 兼 泌尿器科 主任部長
　(市立ひらかた病院 診療局 参事 兼 泌尿器科 主任部長 兼 内視鏡外科センター 副センター長) 和辻　利和

《次長級》

▽市立ひらかた病院 医療安全管理室 副室長 (市立ひらかた病院 看護局 看護科長) 二宮　豊恵

▽市立ひらかた病院 医療相談・連携室 副室長 兼 看護局 次長 (市立ひらかた病院 看護局 次長 兼 医療相談・連携室 科長) 服部　ひとみ

《副参事級》

▽市立ひらかた病院 診療局 副参事 兼 小児科 主任部長 (市立ひらかた病院 診療局 小児科 主任部長) 岡空　圭輔

▽市立ひらかた病院 診療局 副参事 兼 麻酔科 主任部長 兼 手術部 主任部長
  (市立ひらかた病院 診療局 麻酔科 主任部長 兼 手術部 主任部長) 三根　大乘

▽市立ひらかた病院 診療局 消化器センター 副センター長 (市立ひらかた病院 診療局 内科 主任部長) 中西　吉彦

《課長級》

▽市立ひらかた病院 診療局 消化器センター 消化器内科 主任部長 (市立ひらかた病院 診療局 内科部長) 藤原　新也

▽市立ひらかた病院 診療局 消化器センター 消化器外科 主任部長 (市立ひらかた病院 診療局 外科部長) 井上　仁

▽市立ひらかた病院 診療局 小児科 部長 (市立ひらかた病院 診療局 小児科 副部長) 井上　敬介

▽市立ひらかた病院 診療局 小児科 部長 (市立ひらかた病院 診療局 小児科 副部長) 白數　明彦

▽市立ひらかた病院 診療局 耳鼻咽喉科 部長 (市立ひらかた病院 診療局 耳鼻咽喉科 副部長) 鈴木　学

▽市立ひらかた病院 看護局 看護科長 (市立ひらかた病院 看護局 看護科 管理師長) 深増　祐子

▽市立ひらかた病院 看護局 看護科長 (市立ひらかた病院 看護局 看護科 管理師長) 米田　礼子

▽市立ひらかた病院 診療局 放射線科 主幹 (市立ひらかた病院 診療局 放射線科 主任技師長) 穴井　達弥

1（4月1日付）



【人事異動(特定任期付職員)】

▽市立ひらかた病院 医療相談・連携顧問 (市立ひらかた病院 看護顧問) 石上　初美

【採用】

《課長級》

▽市立ひらかた病院 診療局 消化器センター 消化器外科 主任部長 河合　英

▽市立ひらかた病院 診療局 内科部長 貞廣　克彦

▽市立ひらかた病院 診療局 外科部長 藤岡　大也

▽市立ひらかた病院 診療局 消化器センター 消化器外科 部長 兼 外科 鱒渕　真介

【採用(特定任期付職員)】

▽市立ひらかた病院 顧問 兼 診療局 消化器センター長 兼 外科 森田　眞照
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