
発令年月日　　令和２年４月１日

【部長級】

区長発令 発令権者　　　中野区長　　酒井　直人

発 　令 氏　名 旧 備 考

企画部参事 石　井　大　輔
まちづくり推進部中野駅新北口駅前エリア担当課長
（統括課長）

昇任
企画部企画課長（統括課
長）事務取扱

地域支えあい推進部長 鳥　井　文　哉 鷺宮すこやか福祉センター所長（統括課長） 昇任

健康福祉部長 岩　浅　英　樹 環境部長

健康福祉部参事 水　口　都　季 健康福祉部保健予防課長
昇任
健康福祉部保健予防課長事
務取扱

環境部長 朝　井　めぐみ 健康福祉部長

会計管理者 吉　村　恒　治 区議会事務局長

議長発令 発令権者　　　中野区議会議長　高橋　かずちか

発 　令 氏　名 旧 備 考

区議会事務局長 長　﨑　武　史 健康福祉部福祉推進課長（統括課長） 昇任

【課長級（統括課長）】

区長発令 発令権者　　　中野区長　　酒井　直人

発 　令 氏　名 旧 備 考

企画部企画課長（統括課長）

総務部総務課長（統括課長） 浅　川　　　靖 会計管理者（統括課長）

区民部区民文化国際課長（統括課長） 辻　本　将　紀 区民部戸籍住民課長（統括課長）

子ども教育部子育て支援課長（統括課長） 古　川　康　司
子ども教育部副参事（統括課長）（杉並児童相談所
派遣）

子ども教育部子ども特別支援課長（統括課長） 石　濱　照　子 南部すこやか福祉センター所長（統括課長）

地域支えあい推進部地域活動推進課長（統括課長） 小　山　真　実 北部すこやか福祉センター所長（統括課長）

地域支えあい推進部トータルケア調整担当課長（統
括課長）

地域支えあい推進部アウトリーチ調整担当課長（統
括課長）

地域支えあい推進部地域保健福祉調整担当課長（統
括課長）

地域支えあい推進部システム活用調整担当課長（統
括課長）

中部すこやか福祉センター所長（統括課長） 高　橋　　　均
中部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課
長（統括課長）

北部すこやか福祉センター所長（統括課長） 杉　本　兼太郎 企画部企画課長（統括課長）

　幹部職員の人事異動について　　

（企画部参事　石井　大輔　事務取扱）

（北部すこやか福祉センター所長（統括課長）　杉本　兼太郎　兼務）

（南部すこやか福祉センター所長（統括課長）　濵口　求　兼務）

（中部すこやか福祉センター所長（統括課長）　高橋　均　兼務）

（鷺宮すこやか福祉センター所長（統括課長）　田中　謙一　兼務）

令和２年（2020年）６月８日
総　務　委　員　会　資　料
総　 務　 部　 職　 員　 課
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発 　令 氏　名 旧 備 考

南部すこやか福祉センター所長（統括課長） 濵　口　　　求 子ども教育部保育園・幼稚園課長（統括課長）

鷺宮すこやか福祉センター所長（統括課長） 田　中　謙　一 総務部危機管理課長（統括課長）

健康福祉部福祉推進課長（統括課長） 石　崎　公　一 教育委員会事務局学校教育課長

まちづくり推進部大和町まちづくり担当課長（統括
課長）

松　原　弘　宜 選挙管理委員会事務局長（統括課長）

教育委員会発令

発 　令 氏　名 旧 備 考

教育委員会事務局子ども特別支援課長（統括課長） 石　濱　照　子 南部すこやか福祉センター所長（統括課長）

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（統括課長） 志　賀　　　聡 中部すこやか福祉センター所長（統括課長）

代表監査委員発令 発令権者　　　中野区代表監査委員　髙橋　信一

発 　令 氏　名 旧 備 考

監査事務局長（統括課長） 石　濱　良　行 総務部総務課長（統括課長）

【課長級】

区長発令 発令権者　　　中野区長　　酒井　直人

発 　令 氏　名 旧 備 考

企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長

企画部業務改善課長 藤　永　益　次 区民部文化・国際交流課長

総務部人材育成担当課長

総務部経理課長 吉　沢　健　一 総務部用地経理課長

総務部危機管理課長

総務部生活・交通安全担当課長 藤　﨑　洋　文 警視庁渋谷警察署生活安全課長 派遣転入

総務部副参事（特別区人事・厚生事務組合派遣） 桜　井　安　名 区民部観光・シティプロモーション担当課長

区民部文化国際交流担当課長心得 矢　澤　　　岳
区民部文化・国際交流課文化・国際交流係長（総括
係長）

区民部戸籍住民課長 伊　藤　正　秀 子ども教育部育成活動推進課長

区民部保険医療課長 伊　藤　廣　昭 教育委員会事務局学校再編・地域連携担当課長

子ども教育部子ども政策担当課長心得 青　木　　　大 子ども教育部子ども・教育政策課主査（総括係長）

子ども教育部保育園・幼稚園課長 渡　邊　健　治 区民部保険医療課長

子ども教育部保育施設利用調整担当課長

発令権者　　　中野区教育委員会

発令権者　　　中野区選挙管理委員会委員長　篠　国昭

（企画部業務改善課長　藤永　益次　兼務）

（総務部職員課長（統括課長）　中谷　博　兼務）

（総務部新区役所整備課長　中村　洋　兼務）

（子ども教育部保育園・幼稚園課長　渡邊　健治　兼務）
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発 　令 氏　名 旧 備 考

子ども教育部幼児施設整備課長 藤　嶋　正　彦
特別区人事・厚生事務組合総務部総務課人事係長
（課長補佐）

昇任、派遣転入

子ども家庭支援センター所長

子ども教育部児童相談所設置調整担当課長 半　田　浩　之 子ども教育部児童相談所設置調整担当課長心得 昇任

子ども教育部育成活動推進課長 細　野　修　一 都市基盤部公園緑地課長

子ども教育部副参事（杉並児童相談所派遣） 神　谷　万　美 子ども教育部子育て支援課長

中部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課
長

落　合　麻理子 子ども教育部副参事心得（特命担当） 昇任

南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課
長

村　田　佳　生
南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課
長心得

昇任

健康福祉部生活援護課長 中　村　　　誠 子ども教育部子ども特別支援課長

健康福祉部保健予防課長

清掃事務所長

都市基盤部公園緑地課長 林　　　健 健康福祉部生活援護課長

都市基盤部交通政策課長心得 村　田　賢　佑
まちづくり推進部まちづくり事業課街路整備推進係
長

総括係長昇任

都市基盤部住宅課長 池　内　明日香
地域支えあい推進部地域包括ケア推進課地域包括ケ
ア推進係長（総括係長）

昇任

まちづくり推進部まちづくり事業課長 川　野　英　明 江東区土木部河川公園課工事係長（課長補佐） 昇任、派遣転入

まちづくり推進部まちづくり用地担当課長 酒　井　雅　勝 （任期付新規採用）

まちづくり推進部街路用地担当課長 長　沼　　　彰
国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所用地第二
課専門官

転入

まちづくり推進部防災まちづくり担当課長 森　　　眞一郎
まちづくり推進部弥生町・平和の森周辺防災まちづ
くり担当課長

まちづくり推進部中野駅新北口駅前エリア担当課長 小　幡　一　隆 まちづくり推進部中野駅地区担当課長

まちづくり推進部中野駅地区・周辺基盤整備担当課
長

石　原　千　鶴 まちづくり推進部中野駅周辺基盤整備担当課長

まちづくり推進部中野駅周辺エリアマネジメント担
当課長

教育委員会発令

発 　令 氏　名 旧 備 考

教育委員会事務局学校再編・地域連携担当課長

教育委員会事務局保育園・幼稚園課長 渡　邊　健　治 区民部保険医療課長

教育委員会事務局学校教育課長 板　垣　淑　子 子ども教育部幼児施設整備課長

教育センター所長

ひがしなかの幼稚園長 宮　本　実　利 かみさぎ幼稚園長

かみさぎ幼稚園長 若　槻　容　子 ひがしなかの幼稚園長

備考

（子ども教育部子育て支援課長（統括課長）　古川　康司　兼務）

（健康福祉部参事　水口　都季　事務取扱）

（環境部ごみゼロ推進課長　伊東　知秀　兼務）

（まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課長　石橋　一彦　兼務）

発令権者　　　中野区教育委員会

（教育委員会事務局子ども・教育政策課長（統括課長）　永田　純一　兼務）

（教育委員会事務局主任指導主事　所　水奈　兼務）

１　前地域支えあい推進部長　野村　建樹、前区民部区民生活課長（統括課長）　古屋　勉、前地域支えあい推進部地
域活動推進課長（統括課長）　伊藤　政子　及び　前監査事務局長（統括課長）小谷松　弘市　は、令和2年3月31日を
もって再任用終了

１　前総務部用地担当課長　小倉　洋　は、国土交通省からの派遣を、前総務部生活・交通安全担当課長　佐々木　和
夫　は、警視庁からの派遣を、前清掃事務所長　川本　将史　及び　前都市基盤部住宅課長　三王　徹哉　は、東京二
十三区清掃一部事務組合からの派遣を、前まちづくり推進部まちづくり事業課長　菊地　利幸　は、板橋区からの派遣
を令和2年3月31日をもって終了
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発令年月日　令和２年４月５日

事務取扱解除発令

【課長級】

区長発令 発令権者　　　中野区長　　酒井　直人

事務取扱を解除する職 氏　名 事務取扱者の現職 備 考

健康福祉部保健予防課長 水　口　都　季 健康福祉部参事

発令年月日　令和２年４月６日

【課長級（統括課長）】

区長発令 発令権者　　　中野区長　　酒井　直人

発 　令 氏　名 旧 備 考

健康福祉部福祉推進課長（統括課長）

健康福祉部保健予防課長（統括課長） 石　崎　公　一 健康福祉部福祉推進課長（統括課長）

発令年月日　令和２年４月２７日

【課長級】

区長発令 発令権者　　　中野区長　　酒井　直人

発 　令 氏　名 旧 備 考

総務部特別定額給付金担当課長 高　橋　英　昭 地域支えあい推進部地域包括ケア推進課長

地域支えあい推進部地域包括ケア推進課長

発令年月日　令和２年５月１７日

事務取扱解除発令

【課長級】

区長発令 発令権者　　　中野区長　　酒井　直人

事務取扱を解除する職 氏　名 事務取扱者の現職 備 考

健康福祉部福祉推進課長（統括課長） 岩　浅　英　樹 健康福祉部長

発令年月日　令和２年５月１８日

【課長級】

区長発令 発令権者　　　中野区長　　酒井　直人

発 　令 氏　名 旧 備 考

健康福祉部福祉推進課長（統括課長） 石　崎　公　一 健康福祉部保健予防課長（統括課長）

健康福祉部生活保護担当課長

健康福祉部保健予防課長（統括課長） 只　野　孝　子 健康福祉部生活保護担当課長

（健康福祉部長　岩浅　英樹　事務取扱）

（地域包括ケア推進担当部長　藤井　多希子　事務取扱）

（健康福祉部生活援護課長　中村　誠　兼務）
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