
発令年月日　　令和４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

企画部長 石井　大輔 企画部構造改革担当部長

総務部防災危機管理担当部長 石崎　公一 健康福祉部福祉推進課長（統括課長） 昇任

総務部ＤＸ推進室長 滝瀬　裕之 総務部防災危機管理担当部長

区民部文化・産業振興担当部長 高橋　昭彦 企画部長

子ども教育部参事 古川　康司
子ども・若者支援センター児童福祉課長
（統括課長）

昇任
児童相談所長（統
括課長）、子ども・
若者支援センター
児童福祉課長、児
童相談所児童福
祉課長事務取扱

【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

企画部構造改革担当課長（統括課長） 瀬谷　泰祐
健康福祉部新型コロナウイルスワクチン
接種担当課長

総務部法務担当課長 尾関　信行 （新規採用）

総務部職員課長（統括課長） 吉沢　健一 総務部経理課長

総務部人材育成担当課長 石橋　一彦
まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課
長

総務部経理課長 宮脇　正治
区民部保険医療課国保運営係長（総括
係長）

昇任

総務部生活・交通安全担当課長 阿部　靖 警視庁荏原警察署生活安全課長 派遣転入

総務部防災危機管理課長

総務部ＤＸ推進室情報システム課長 白井　亮 企画部情報システム課長心得 昇任

総務部ＤＸ推進室基幹システム標準化担
当課長

伊東　知秀 企画部住民情報システム担当課長

総務部ＤＸ推進室新区役所整備課長（統
括課長）

中村　洋 総務部新区役所整備課長（統括課長）

総務部ＤＸ推進室庁舎管理担当課長

区民部区民文化国際課長（統括課長） 鈴木　宣広 健康福祉部保健企画課長

子ども教育部子ども教育施設課長心得 河田　達彦
子ども教育部子ども・教育政策課子ども
政策調整係長（総括係長）

子ども・若者支援センター児童福祉課長

子ども・若者支援センター子ども・若者相
談課長

半田　浩之
子ども・若者支援センター児童相談所設
置調整担当課長

令和４年 （２０２２年） ４月２５日

総　 務 　委 　員　 会　 資 　料

総　　務　　部　　職　　員　　課 

　幹部職員の人事異動について　　

（総務部防災危機管理担当部長　石崎　公一　事務取扱）

（総務部新区役所建築担当課長　天野　伸哉　兼務）

(子ども教育部参事　古川　康司　事務取扱）
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発 　令 氏　名 旧 備 考

児童相談所児童福祉課長

児童相談所副所長 神谷　万美
子ども・若者支援センター一時保護所設
置準備担当課長

児童相談所一時保護所長

地域支えあい推進部アウトリーチ調整担
当課長

地域支えあい推進部地域保健福祉調整
担当課長

地域支えあい推進部システム活用調整担
当課長

地域支えあい推進部区民活動推進担当
課長

池内　明日香 都市基盤部住宅課長

地域支えあい推進部地域包括ケア推進課
長心得

鈴木　康平
健康福祉部福祉推進課庶務係長（総括
係長）

地域支えあい推進部介護・高齢者支援課
長

古本　正士 健康福祉部スポーツ振興課長

地域支えあい推進部高齢者支援担当課
長

中部すこやか福祉センター所長（統括課
長）

永田　純一
南部すこやか福祉センター所長（統括課
長）

中部すこやか福祉センター地域ケア担当
課長

阿部　正宏
中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

北部すこやか福祉センター地域ケア担当
課長

原　拓也
北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

南部すこやか福祉センター所長（統括課
長）

小山　真実
地域支えあい推進部地域包括ケア推進
課長

南部すこやか福祉センター地域ケア担当
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

鷺宮すこやか福祉センター所長（統括課
長）

小堺　充 区議会事務局次長

鷺宮すこやか福祉センター地域ケア担当
課長

田邉　敏幸 総務部防災危機管理課長

健康福祉部福祉推進課長（統括課長） 中谷　博 総務部職員課長（統括課長）

健康福祉部スポーツ振興課長 辻本　将紀 区民部区民文化国際課長（統括課長）

健康福祉部障害福祉サービス担当課長 大場　大輔
鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推
進担当課長

健康福祉部生活援護課長 葉山　義彦
地域支えあい推進部介護・高齢者支援課
長

健康福祉部保健企画課長 中村　誠 健康福祉部生活援護課長

健康福祉部保健予防課長 鹿島　剛 健康福祉部保健予防課主査 昇任

健康福祉部新型コロナウイルスワクチン接
種担当課長

環境部環境課長（統括課長） 永見　英光 環境部ごみゼロ推進課長

環境部ごみゼロ推進課長 藤永　益次 清掃事務所長

清掃事務所長

都市基盤部公園課長 村田　賢佑 都市基盤部交通政策課長心得 昇任

都市基盤部建築課長 塚本　剛史 子ども教育部子ども教育施設課長

都市基盤部交通政策課長心得 宮澤　晋史
都市基盤部交通政策課交通政策係長
（総括係長）

(子ども教育部参事　古川　康司　事務取扱）

（児童相談所副所長　神谷　万美　兼務）

（南部すこやか福祉センター所長（統括課長）　小山　真実　兼務）

（中部すこやか福祉センター所長（統括課長）　永田　純一　兼務）

（鷺宮すこやか福祉センター所長（統括課長）　小堺　充　兼務）

（地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長　古本　正士　兼務）

（健康福祉部保健企画課長　中村　誠　兼務）

（環境部ごみゼロ推進課長　藤永　益次　兼務）
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発 　令 氏　名 旧 備 考

都市基盤部住宅課長 落合　麻理子
地域支えあい推進部高齢者支援担当課
長

まちづくり推進部まちづくり事業課長 小倉　芳則
国土交通省関東地方整備局道路部交通
対策課交通対策係長

転入

まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課
長

山本　光男
江東区都市整備部地域整備課不燃化推
進係長（課長補佐）

昇任
派遣転入

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

教育委員会事務局子ども教育施設課長心
得

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） 田中　謙一
鷺宮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 氏　名 旧 備 考

監査事務局長（統括課長） 志賀　聡 選挙管理委員会事務局長（統括課長）

議長発令 発令権者　　　中野区議会議長　内川　和久

発 　令 氏　名 旧 備 考

区議会事務局次長 林　健 都市基盤部公園緑地課長

備考

（まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課長　山本　光男　兼務）

発令権者　　　中野区教育委員会

（子ども教育部子ども教育施設課長心得　河田　達彦　兼務）

発令権者　　　中野区選挙管理委員会委員長　加藤　洋子

発令権者　　　中野区代表監査委員　髙橋　信一

１　前子ども教育部子ども特別支援課長　石濱　照子、前地域支えあい推進部区民活動推進担当課長　宇田川　直
子、前環境部環境課長（統括課長）　波多江　貴代美、前都市基盤部建築課長　小山内　秀樹、前監査事務局長（統
括課長）　石濱　良行は、令和４年３月３１日をもって再任用終了

１　前保健予防課長　関　なおみ　は、大田区感染症対策課長になるため、令和４年３月３１日をもって退職

１　前中部すこやか福祉センター所長（統括課長）　高橋　均　は、令和４年３月３１日をもって退職

１　前総務部生活・交通安全担当課長　藤﨑　洋文　は、警視庁からの派遣を、前まちづくり推進部まちづくり事業課
長　川野　英明は、江東区からの派遣を令和4年3月31日をもって終了
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