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枚方市人事異動　
令和３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】

《部長級》

山崎  宏 健康福祉部長(福祉事務所長)

杉浦  雅彦 子ども未来部長

山下  功 土木部長

古満  園美 会計管理者

《参事級》

五島  祥文 市議会事務局 参事 兼 次長

西田  豊樹 選挙管理委員会事務局長(参事級) 併 健康福祉部 副参事(保健施策調整担当)

前田  研二 農業委員会事務局長(参事級) 併 観光にぎわい部 参事(農業振興推進担当)

《次長級》

岩下  浩久 環境部 次長 兼 穂谷川清掃工場長

松下  明弘 上下水道局 上下水道事業部 次長 兼 上水道保全課長

《課長級》

川合  章介 市民生活部 国民健康保険室 課長(後期高齢者医療担当)

池田  芳敬 市民生活部 年金児童手当課長

対馬  月也 市民生活部 税務室 債権回収課長

井谷  清 観光にぎわい部 文化生涯学習課 主幹 兼 枚方市市民会館長

藤平  博成 環境部 穂谷川清掃工場 課長

五島  真紀子 令和２年国勢調査枚方市実施本部事務局長(課長級)

川越  敏嗣 教育委員会 事務局 総合教育部 まなび舎整備室 施設設備課長

米倉  仁美 上下水道局 上下水道経営部 営業料金課長

中井  敏夫 上下水道局 上下水道事業部 浄水課長

長谷川  美佐雄 上下水道局 上下水道事業部 上水道工務課長

【大阪府へ帰任】

《参事級》

渡部　恭三 市駅周辺等まち活性化部　参事

【枚方寝屋川消防組合へ帰任】

《次長級》

山口　喜昭 健康福祉部　次長（保健所危機管理施策担当）
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枚方市人事異動

令和３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》

▽総務部長 併 選挙管理委員会事務局長（総務部長）藤原　卓也

▽観光にぎわい部長 併 農業委員会事務局長（観光にぎわい部長）武田　俊哉

▽健康福祉部長（総務部 次長 兼 健康福祉部 次長<新型コロナワクチン接種推進担当>）竹島　弘光

▽健康福祉部 福祉事務所長（健康福祉部 次長 兼 地域健康福祉室長）服部　孝次

▽子ども未来部長（監査委員事務局長 併 公平委員会事務局長）横尾　佳子

▽土木部長（土木部 次長）田村　孝文

▽会計管理者（教育委員会 事務局 総合教育部長）前村　卓志

▽教育委員会 事務局 総合教育部長（教育委員会 事務局 総合教育部 次長
併 子育ち支援監付 副参事<見守り支援推進担当>）新内　昌子

▽上下水道局 上下水道部長（上下水道局 上下水道事業部長）白石　金吾

▽監査委員事務局長 併 公平委員会事務局長（総務部 次長）西岡　孝

《参事級》

▽市民生活部 参事 兼 次長 兼 税務室長（令和２年国勢調査枚方市実施本部 副本部長<参事級>）清水　義徳

《次長級》

▽子育ち支援監付 次長 併 教育委員会 事務局 学校教育部 副参事<子ども若者包括支援担当>
（子育ち支援監付 次長 兼 子どもの育ち見守りセンター長
併 教育委員会 事務局 学校教育部 副参事<子ども若者包括支援担当>）八木　安理子

▽総合政策部 次長 兼 企画政策室長（総合政策部 企画政策課長）今市　将和

▽総合政策部 次長（総合政策部 財政課長）中川　一郎

▽総務部 次長（市立ひらかた子ども発達支援センター所長）林　訓之

▽観光にぎわい部 次長（土木部 次長）黒川　清

▽健康福祉部 次長 兼 地域健康福祉室長（健康福祉部 次長）山本　宣茂

▽健康福祉部 次長 兼 新型コロナワクチン接種対策室長 兼 子育ち支援監付 副参事<見守り支援推進担当>
（健康福祉部 次長 兼 健康福祉部 保健所 副所長 兼 新型コロナワクチン接種対策室長
兼 子育ち支援監付 副参事<見守り支援推進担当>）中川　多喜

▽健康福祉部 福祉事務所 次長（健康福祉部 次長）小川　考之

▽健康福祉部 保健所 副所長<次長級>（健康福祉部 健康福祉総務課長<副参事級>）河田　典子

▽子ども未来部 次長<子ども発達支援担当>（教育委員会 事務局 学校教育部 次長 兼 総合教育部 副参事）藤丸　知子

▽都市整備部 次長 兼 施設整備室長（都市整備部 次長）新田　一嘉

▽都市整備部 次長 兼 市街地整備室長（都市整備部 連続立体交差推進室長 兼 課長<周辺整備担当>）井岡　功一
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▽土木部 次長（都市整備部 都市計画課長）北尾　直治

▽土木部 次長 兼 みち・みどり室長（土木部 みち・みどり室　課長<施設維持担当>）明石　謙一郎

▽教育委員会 事務局 総合教育部 次長 併 子育ち支援監付 副参事<見守り支援推進担当>
（観光にぎわい部 次長）大西　佳則

▽教育委員会 事務局 総合教育部 次長<新しい学校づくり担当> 兼 学校教育部 次長
（教育委員会 事務局 総合教育部 次長 兼 枚方市立中央図書館長）髙橋　孝之

▽上下水道局 上下水道部 次長 兼 上水道室長（上下水道局 上下水道経営部 次長<上下水道管理担当>）尼谷　正俊

▽上下水道局 上下水道部 次長（上下水道局 上下水道経営部 次長<総務部門担当>）岡本　吉宏

▽市議会事務局 次長（総合政策部 次長）仲西　功夫

▽選挙管理委員会事務局 次長（観光にぎわい部 次長）辻本　雅一

▽農業委員会事務局 次長 併 観光にぎわい部 次長（土木部次長 兼 みち・みどり室長）上原　博行

《室長級》

▽子どもの育ち見守りセンター長（市民生活部 国民健康保険室 課長<副参事級><資格・納付担当>）立岡　恵美

▽市民生活部 国民健康保険室長（市民生活部 国民健康保険室 課長<副参事級><総務・給付担当>）小菅　徹

▽都市整備部 開発指導室長（都市整備部 開発指導室 開発調整課長）安達　満

▽上下水道局 上下水道部 上下水道総務室長（市民生活部 国民健康保険室長）小柳　達浩

▽上下水道局 上下水道部 下水道室長（上下水道局 上下水道事業部 雨水整備課長）赤岩　吉一

《課長級》

▽危機管理室 課長<危機管理・防犯担当>（危機管理室 課長<消防・防災担当>）西村　隆志

▽危機管理室 課長<消防・防災担当>（健康福祉部 健康福祉総務課 課長代理）内山　正昭

▽市長公室 広聴相談課長（市長公室 秘書課 課長代理）谷江　宏昭

▽市長公室 人権政策室 課長（市長公室 人権政策室 課長<人権担当>）牧　多実男

▽総合政策部 企画政策室 課長<地域活性化担当>（総合政策部 企画政策課 課長代理）尾松　直樹

▽総合政策部 企画政策室 課長<企画政策担当>（上下水道局 上下水道経営部 経営総務課長）北田　勝代

▽総合政策部 財政課長（総務部 人事課 課長代理）福山　循逸

▽総合政策部 行革推進課長（総合政策部 財政課 課長代理）磯山　政文

▽市民生活部 市民室 課長<戸籍・住基担当>（総務部 総務管理室 課長<総務管理担当>）根本　一人

▽市民生活部 国民健康保険室 課長<後期高齢者医療担当>（健康福祉部 地域健康福祉室<生活福祉担当>課長）髙木　稔

▽市民生活部 国民健康保険室 課長<国民健康保険担当>（健康福祉部 福祉指導監査課長）松岡　博己

▽市民生活部 年金児童手当課長（市立ひらかた病院 事務局 経営管理室 総務課長）乾口　美香

▽市民生活部 税務室 市民税課長（市民生活部 税務室 税制課長）岩崎　修二

▽市民生活部 税務室 債権回収課長（市民生活部 税務室 市民税課長）吉岡　潔朗

▽総務部 総務管理室 課長<財産管理担当>（危機管理室 課長<危機管理・防犯担当>）棈木　孝充

▽総務部 総務管理室 課長<総務管理担当>（市民生活部 市民室 課長<戸籍・住基担当>）沖　卓磨

▽観光にぎわい部 観光交流課長（観光にぎわい部 商工振興課 課長代理）辻　雅由
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▽観光にぎわい部 商工振興課長（教育委員会 事務局 学校教育部 放課後子ども課長）赤土　孝史

▽健康福祉部 健康福祉総務課長（総合政策部 行革推進課長）上田　伸一

▽健康福祉部 地域健康福祉室<母子保健担当> 課長（健康福祉部 新型コロナワクチン接種対策室 課長
兼 地域健康福祉室<母子保健担当>課長）村上　朋子

▽健康福祉部 新型コロナワクチン接種対策室 課長（健康福祉部 新型コロナワクチン接種対策室 課長代理
兼 地域健康福祉室<母子保健担当>課長代理）近藤　勝彦

▽健康福祉部 福祉指導監査課長（総務部 総務管理室 課長<財産管理担当>）西本　智樹

▽健康福祉部 福祉事務所<健康福祉総合相談担当> 課長
（健康福祉部 地域健康福祉室<健康福祉総合相談担当>課長）辻本　裕香

▽健康福祉部 福祉事務所<障害福祉担当> 課長<総務・事業担当>
（健康福祉部 地域健康福祉室<障害福祉担当>課長）藤本　久美子

▽健康福祉部 福祉事務所<障害福祉担当> 課長<生活支援担当>
（健康福祉部 地域健康福祉室<長寿・介護保険担当>課長）藤重　寛

▽健康福祉部 福祉事務所 <生活福祉担当> 課長（健康福祉部 地域健康福祉室<生活福祉担当>課長）田中　佐恵

▽市立ひらかた子ども発達支援センター 所長（健康福祉部 地域健康福祉室<障害福祉担当>課長）三谷　幸生

▽子ども未来部 保育幼稚園入園課長（子ども未来部 保育幼稚園入園課 課長代理）上田　詞子

▽環境部 施設管理室 <穂谷川清掃工場担当> 課長（環境部 減量業務室 課長）山本　正之

▽環境部 施設管理室 <東部清掃工場担当> 課長<周辺整備担当>（環境部 東部清掃工場 課長<周辺整備担当>）谷淵　浩

▽環境部 施設管理室 <東部清掃工場担当> 課長<施設担当>（環境部 東部清掃工場 課長<施設担当>）北口　等

▽枚方京田辺環境施設組合へ派遣<環境部 施設管理室 <東部清掃工場担当> 主幹(課長級)>
（枚方京田辺環境施設組合へ派遣<環境部 環境政策室 主幹(課長級)>）喜多　利英

▽環境部 施設管理室 <淀川衛生事業所担当> 課長（環境部 淀川衛生事業所 課長）木下　裕行

▽都市整備部 都市計画課長（都市整備部 住宅まちづくり課長）堀井　博信

▽都市整備部 住宅まちづくり課長（都市整備部 住宅まちづくり課 課長代理）塚本　岳史

▽都市整備部 市街地整備室 課長<連続立体交差事業担当>（土木部 道路河川管理課長）柴田　昌明

▽都市整備部 市街地整備室 課長<市街地開発事業担当>（土木部 交通対策課長）今木　隆茂

▽都市整備部 施設整備室 課長<総務・計画担当>（都市整備部 施設整備室 課長<重点施設建設担当>）芝　昌和

▽都市整備部 施設整備室 課長<建築担当>（教育委員会 事務局 総合教育部 まなび舎整備室 施設建築課長）津熊　聖博

▽都市整備部 施設整備室 課長<設備担当>（都市整備部 開発指導室 建築安全課長）西山　功二

▽都市整備部 施設整備室 課長<管理担当>（教育委員会 事務局 総合教育部 まなび舎整備室 施設管理課長）鷺　信彦

▽都市整備部 開発指導室 開発調整課長（観光にぎわい部 観光交流課長）瀬戸口　徹

▽都市整備部 開発指導室 審査指導課長（都市整備部 開発指導室 開発審査課長）吉田　裕志

▽土木部 土木政策課長（土木部 道路河川整備課長）森　清太郎

▽土木部 道路河川管理課長（土木部 道路河川整備課 課長代理）眞嶋　隆行

▽土木部 道路河川整備課長（土木部 道路河川管理課 課長代理）大西　英生

▽土木部 みち・みどり室 課長<維持緑化担当>（土木部 みち・みどり室 課長<総務緑化担当>）新内　康芳

▽土木部 交通対策課長（土木部 土木政策課長）佐々木　麻奈
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▽教育委員会 事務局 総合教育部 新しい学校推進室 課長（教育委員会 事務局 総合教育部 学校安全課長）畑中　徹

▽教育委員会 事務局 総合教育部 おいしい給食課長（観光にぎわい部 商工振興課長）小林　弘人

▽枚方市立中央図書館長<課長級>（枚方市立中央図書館 副館長<課長級>）中道　直岐

▽教育委員会 事務局 学校教育部 教育支援室 課長<学校支援担当>
（教育委員会 事務局 学校教育部 教育支援推進室 課長<学事保健担当>）石田　英生

▽教育委員会 事務局 学校教育部 教育支援室 課長<放課後子ども担当>
（教育委員会 事務局 学校教育部 放課後子ども課 課長代理）北田　浩之

▽上下水道局 経営戦略室 課長<財務担当>（上下水道局 上下水道経営部 経営財務課長）林　清治

▽上下水道局 経営戦略室 課長<計画担当>（上下水道局 上下水道事業部 上下水道計画課長）田中　博隆

▽上下水道局 上下水道部 上下水道総務室 課長<総務担当>
（教育委員会 事務局 総合教育部 教育政策課 課長代理）笠井　二朗

▽上下水道局 上下水道部 上下水道総務室 課長<営業料金担当>
（教育委員会 事務局 総合教育部 おいしい給食課長）亀野　真紀

▽上下水道局 上下水道部 上水道室 上水道管理課長（上下水道局 上下水道経営部 上水道管理課長）山﨑　昌宏

▽上下水道局 上下水道部 上水道室 浄水課長（都市整備部 施設整備室 課長<施設整備担当>）大谷　優子

▽上下水道局 上下水道部 上水道室 上水道工務課長（上下水道局 上下水道経営部 下水道管理課長）松原　秀岳

▽上下水道局 上下水道部 上水道室 上水道保全課長（上下水道局 上下水道事業部 上水道保全課 課長代理）安藤　秀敏

▽上下水道局 上下水道部 下水道室 下水道管理課長
（都市整備部 連続立体交差推進室 課長<連立事業推進担当>）猫島　健史

▽上下水道局 上下水道部 下水道室 汚水整備課長（上下水道局 上下水道事業部 汚水整備課長）奥野　宏

▽上下水道局 上下水道部 下水道室 雨水整備課長
（上下水道局 上下水道事業部 下水道施設維持課 課長代理）岡崎　直己

▽上下水道局 上下水道部 下水道室 下水道施設維持課長
（上下水道局 上下水道事業部 下水道施設維持課長）土井原　信治

▽市立ひらかた病院 事務局 経営管理室 総務課長（子ども未来部 保育幼稚園入園課長）奥村　敏彦

▽市立ひらかた病院 診療局 栄養管理科長（市立ひらかた病院 医療相談・連携室 課長）松村　朗宏

▽市立ひらかた病院 医療相談・連携室 課長（市長公室 人権政策室 課長<男女共同参画担当>）竹内　千冬

▽監査委員事務局 課長（監査委員事務局 次長<課長級>）辻　正人

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

▽農業委員会事務局 課長 併 観光にぎわい部 農業振興課長
（農業委員会事務局 次長<課長級>併 観光にぎわい部 農業振興課長）西倉　優子

【特定任期付職員】

▽理事<公民連携・定住促進担当>（広域連携調整監） 清水　秀都

【大阪府から派遣】

4（4月1日付）


