
発令年月日　　平成29年4月1日

【　部長級　】

区長発令 発令権者　　　中野区長　　田中　大輔

発 　令 氏　名 旧 備 考

政策室参事（企画担当） 青　山　敬一郎
都市政策推進室副参事（統括副参事）（産業振興
担当）

昇任

経営室新区役所整備担当部長 相　澤　明　郎 （再任用新規採用）

経営室参事（経営担当） 朝　井　めぐみ 経営室副参事（統括副参事）（経営担当） 昇任

地域支えあい推進室参事（地域子ども施設調整担
当）、鷺宮すこやか福祉センター所長

上　村　晃　一 （再任用新規採用）

区民サービス管理部長 戸　辺　　　眞 （再任用新規採用）

健康福祉部長 小　田　史　子 区議会事務局長

保健所長 木　村　博　子 東京都西多摩保健所長 転入

環境部長 白　土　　　純 区民サービス管理部長

都市基盤部長 豊　川　士　朗 都市基盤部参事（都市計画担当）

議長発令 発令権者　　　中野区議会議長　北原　ともあき

発 　令 氏　名 旧 備 考

区議会事務局長 吉　村　恒　治
区民サービス管理部副参事（統括副参事）（区民
サービス担当）

昇任

【統括副参事】

区長発令 発令権者　　　中野区長　　田中　大輔

発 　令 氏　名 旧 備 考

政策室副参事（統括副参事）（予算担当） 海老沢　憲　一 政策室副参事（統括副参事）（企画担当）

経営室副参事（統括副参事）（人事担当） 田　中　謙　一 経営室副参事（統括副参事）（行政監理担当）

経営室副参事（統括副参事）（行政監理担当） 石　濱　良　行 （再任用新規採用）

都市政策推進室副参事（統括副参事）（産業振興担
当）

浅　川　　　靖 環境部副参事（生活環境担当） 昇任

都市政策推進室副参事（統括副参事）（グローバル
戦略推進担当）

平　田　祐　子
子ども教育部副参事（統括副参事）（子育て支援
担当）、教育委員会事務局副参事（統括副参事）
（子育て支援担当、特別支援教育等連携担当）

地域支えあい推進室副参事（統括副参事）（地域活
動推進担当）

伊　藤　政　子 経営室副参事（人事担当） 昇任

北部すこやか福祉センター所長（統括副参事） 小　山　真　実

子ども教育部副参事（統括副参事）（保育園・幼
稚園担当）、教育委員会事務局副参事（統括副参
事）（保育園・幼稚園担当、就学前教育連携担
当）

南部すこやか福祉センター所長（統括副参事） 石　濱　照　子 （再任用新規採用）

区民サービス管理部副参事（統括副参事）（区民
サービス担当）

古　屋　　　勉 会計管理者 昇任

子ども教育部副参事（統括副参事）（子ども教育経
営担当）

高　橋　昭　彦
地域支えあい推進室副参事（統括副参事）（地域
活動推進担当）

　幹 部 職 員 人 事 異 動　　
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発 　令 氏　名 旧 備 考

子ども教育部副参事（統括副参事）（保育園・幼稚
園担当）

長　﨑　武　史 選挙管理委員会事務局長（統括副参事）

健康福祉部副参事（統括副参事）（福祉推進担当） 岩　浅　英　樹 健康福祉部副参事（障害福祉担当） 昇任

環境部副参事（統括副参事）（地球温暖化対策担
当）

高　橋　　　均 都市基盤部副参事（道路・公園管理担当） 昇任

都市基盤部副参事（統括副参事）（都市計画担当） 辻　本　将　紀
子ども教育部副参事（統括副参事）（子ども教育
経営担当）、教育委員会事務局副参事（統括副参
事）（子ども教育経営担当）

会計管理者（統括副参事） 鳥　井　文　哉
環境部副参事（統括副参事）（地球温暖化対策担
当）

教育委員会発令

発 　令 氏　名 旧 備 考

教育委員会事務局副参事（統括副参事）（子ども教
育経営担当）

高　橋　昭　彦
地域支えあい推進室副参事（統括副参事）（地域
活動推進担当）

教育委員会事務局副参事（統括副参事）（保育園・
幼稚園担当、就学前教育推進担当）

長　﨑　武　史 選挙管理委員会事務局長（統括副参事）

選挙管理委員会発令

発 　令 氏　名 旧 備 考

選挙管理委員会事務局長（統括副参事） 松　原　弘　宜
都市基盤部副参事（統括副参事）（道路用地担
当）

【　副参事　】

区長発令 発令権者　　　中野区長　　田中　大輔

発 　令 氏　名 旧 備 考

政策室副参事（ユニバーサルデザイン推進担当、オ
リンピック・パラリンピック推進担当）

宇田川　直　子 健康福祉部副参事（健康・スポーツ担当）

経営室副参事（法務担当） 尾　関　信　行 （任期付新規採用）

経営室副参事心得（人材育成担当） 桜　井　安　名 経営室主査 総括係長昇任

経営室副参事心得（施設担当） 髙　田　　　班 都市基盤部建築行政担当係長 総括係長昇任

経営室副参事（生活・交通安全担当） 三　原　伸　恭 警視庁杉並警察署生活安全課長 派遣転入

経営室副参事心得（新区役所整備担当） 中　村　　　洋 政策室主査 総括係長昇任

経営室副参事（新区役所区民サービス担当） 永　田　純　一 政策室副参事（業務マネジメント改革担当） 担当
追加

経営室副参事（新区役所情報システム担当） 中　谷　　　博 区民サービス管理部副参事（情報システム担当） 担当
追加

都市政策推進室副参事（西武新宿線沿線まちづくり
担当、沼袋駅周辺まちづくり担当）

荒　井　大　介
東京都中央卸売市場新市場整備部施設整備課統括
課長代理

昇任、派遣転入

都市政策推進室副参事（新井薬師前駅周辺まちづく
り担当）

高　村　和　哉 経営室行政監理担当係長（総括係長） 昇任

都市政策推進室副参事（野方以西調整担当、野方駅
周辺まちづくり担当）

藤　原　　　慶
江東区都市整備部地域整備課不燃化推進係長（総
括係長）

昇任、派遣転入

地域支えあい推進室副参事（区民活動センター調整
担当）

酒　井　直　人
地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担
当）

担当
追加

中部すこやか福祉センター副参事心得（地域ケア担
当）

大　場　大　輔 地域支えあい推進室主査 総括係長昇任

北部すこやか福祉センター副参事（地域ケア担当） 菅　野　多身子 経営室主査（総括係長） 昇任

区民サービス管理部副参事（保険医療担当） 渡　邊　健　治 区民サービス管理部副参事心得（保険医療担当） 昇任

区民サービス管理部副参事心得（保健事業担当） 河　村　陽　子 健康福祉部主査 総括係長昇任

発令権者　　　中野区選挙管理委員会委員長　手塚　憲三

発令権者　　　中野区教育委員会
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発 　令 氏　名 旧 備 考

子ども教育部副参事心得（子育て支援担当） 落　合　麻理子 経営室主査 総括係長昇任

子ども教育部副参事（児童相談所設置準備担当） 神　谷　万　美
子ども家庭支援センター所長、教育委員会事務局
副参事（教育相談連携担当）

担当
追加

子ども教育部副参事（幼児施設整備推進担当） 荒　井　弘　巳
子ども教育部副参事（幼児施策整備担当）、教育
委員会事務局副参事（幼児施策調整担当）

子ども教育部副参事（子ども教育施設担当） 石　原　千　鶴 都市基盤部まちづくり計画担当係長（総括係長） 昇任

健康福祉部副参事（健康推進担当） 只　野　孝　子
中部すこやか福祉センター副参事（地域ケア担
当）

健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当） 永　見　英　光 健康福祉部副参事（地域スポーツ推進担当）

健康福祉部副参事（障害福祉担当） 稲　垣　美　幸
中部すこやか福祉センター保健福祉包括ケア担当
係長（総括係長）

昇任

健康福祉部副参事（生活援護担当） 小　堺　　　充 健康福祉部副参事（生活保護担当）

健康福祉部副参事心得（生活保護担当） 中　村　　　誠 健康福祉部主査 総括係長昇任

環境部副参事（生活環境担当） 高　橋　英　昭 経営室資金管理担当係長（総括係長） 昇任

都市基盤部副参事（都市基盤用地担当） 吉　沢　健　一
北部すこやか福祉センター副参事（地域ケア担
当）

都市基盤部副参事（道路担当） 鈴　木　宣　広 健康福祉部副参事（生活援護担当）

都市基盤部副参事（自転車対策・地域美化担当） 伊　東　知　秀
都市基盤部副参事（生活安全担当、交通対策担
当）

都市基盤部副参事（公園担当） 千　田　真　史 都市基盤部副参事（都市基盤整備担当）

都市基盤部副参事（建築担当） 小山内　秀　樹 （再任用新規採用）

都市基盤部副参事（住宅政策担当） 塚　本　剛　史 都市基盤部副参事心得（空家・住宅政策担当） 昇任

都市基盤部副参事（防災担当） 中　川　秀　夫 東京消防庁芝消防署予防課長 派遣転入

教育委員会発令

発 　令 氏　名 旧 備 考

教育委員会事務局副参事心得（子育て支援担当、特
別支援教育等連携担当）

落　合　麻理子 経営室主査 総括係長昇任

教育委員会事務局副参事（幼児施設整備推進担当） 荒　井　弘　巳
子ども教育部副参事（幼児施策整備担当）、教育
委員会事務局副参事（幼児施策調整担当）

教育委員会事務局副参事（子ども教育施設担当） 石　原　千　鶴 都市基盤部まちづくり計画担当係長（総括係長） 昇任

備考

１　前経営室副参事（施設担当）　宮﨑　勇一郎　は、東京二十三区清掃一部事務組合からの派遣を、前都市政策推
進室副参事（西武新宿線沿線まちづくり担当、沼袋駅周辺まちづくり担当）　山本　健一　は、東京都からの派遣
を、前都市政策推進室副参事（新井薬師前駅周辺まちづくり担当）　近江　淳一　は、大田区からの派遣を、前都市
政策推進室副参事（野方以西調整担当、野方駅周辺まちづくり担当）　小林　裕幸　は、足立区からの派遣を、前都
市基盤部副参事（防災・都市安全担当）　鈴木　崇　は、東京消防庁からの派遣を平成29年3月31日をもって終了

１　前政策室副参事（統括副参事）（予算担当）　黒田　玲子、前ひがしなかの幼稚園副園長　井上　米子　は、平
成29年3月31日をもって退職

１　前保健所長　寺西　新　は、足立保健所長になるため、平成29年3月31日をもって退職

発令権者　　　中野区教育委員会

１　前健康福祉部長　瀬田　敏幸、前都市基盤部長　尾﨑　孝、子ども教育部副参事（子ども教育施設担当）、教育
委員会事務局副参事（子ども教育施設担当）　浅野　昭　は、平成29年3月31日をもって再任用終了
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