
平成 21年４月１日付     

新 旧 氏名 

  〔小樽市辞令〕     

   （特別職）     

病院事業管理者（病院局長） 札幌医科大学麻酔学講座教授 並木 昭義 

   （部長職）     

総務部参事 総務部副参事 鈴木 勇三 

医療保険部長 教育部次長 中村 浩 

保健所長 保健所主幹 秋野 恵美子 

建設部長 建設部 まちづくり推進室長 竹田 文隆 

消防長 消防本部次長 
消防正監 

会田 泰規 

   （次長職）     

総務部次長 総務部 総務課長 田中 泰彦 

総務部副参事 福祉部次長 長瀬 幸一 

生活環境部次長 
生活環境部主幹（北しりべし廃棄物処理広域連合派

遣） 
明井 隆生 

医療保険部次長 医療保険部 国保年金課長 白岩 宏 

建設部 まちづくり推進室長 建設部 まちづくり推進室主幹 小紙 琢也 

建設部次長 総務部 職員課長 前田 一信 

建設部副参事 建設部次長 関野 昌人 

   （課長職）     

総務部 秘書課長 建設部 庶務課長 横山 登起男 

総務部 総務課長 財政部主幹 中田 克浩 

総務部 職員課長 総務部 企画政策室主幹 阿部 一博 

総務部 企画政策室主幹（石狩湾新港管理

組合派遣） 
建設部 宅地課主査 安田 邦明 

総務部 企画政策室主幹 産業港湾部 産業振興課主査 上石 明 

総務部 企画政策室主幹 産業港湾部 観光振興室主査 川嶋 広士 

総務部 企画政策室主幹 産業港湾部主幹 小山 正樹 

総務部 新幹線・高速道路推進室主幹 総務部 東京事務所長 日栄 聡 

総務部 広報広聴課長 総務部 企画政策室主幹 渡辺 章 

総務部 東京事務所長 産業港湾部主幹 加賀 英幸 

財政部主幹 財政部 財政課主査 笹山 貴史 

財政部 契約管財課長 総務部 市立病院新築準備室主幹 鎌田 隆俊 

財政部主幹 水道局主幹 石川 良昭 

財政部主幹 教育部主幹 八木 徹 

産業港湾部 港湾室 管理課長 産業港湾部 港湾室 事業課長 白畑 博信 

産業港湾部 港湾室 事業課長 
総務部 企画政策室主幹（石狩湾新港管理組合派

遣） 
佐藤 文俊 

産業港湾部主幹 小樽第二病院 事務局次長 田宮 昌明 

産業港湾部主幹 産業港湾部 産業振興課主査 薄井 洋仁 

生活環境部 管理課長 会計課 出納係長 渡辺 幸生 

生活環境部主幹 建設部 宅地課長 竹内 満 



生活環境部主幹（北しりべし廃棄物処理広域

連合派遣） 
生活環境部主幹 浅井 紀夫 

生活環境部主幹 生活環境部 駅前サービスセンター所長 大林 裕司 

生活環境部 廃棄物対策課長 教育部 総務管理課長 江口 光博 

生活環境部 環境課長 生活環境部 廃棄物対策課長 鎌田 和幸 

医療保険部 国保年金課長 生活環境部 管理課長 前田 孝一 

医療保険部 介護保険課長 医療保険部 介護保険課 保険係長 森 貴仁 

医療保険部主幹 教育部主幹 浅野 良孝 

福祉部主幹 総務部 秘書課長 三船 貴史 

保健所 保健総務課長 小樽病院 事務局 総務課長 稲岡 正樹 

建設部主幹 水道局 整備推進課主査 片山 幸宏 

建設部 庶務課長 財政部 契約管財課長 飯田 敬 

建設部 用地管理課長 建設部主幹 浅沼 敦 

建設部主幹 財政部主幹 白川 克己 

建設部主幹 財政部主幹 堤 正和 

  〔小樽市水道局辞令〕     

   （課長職）     

水道局 総務課長 水道局 総務課主査 相内 昌幸 

  〔小樽市教育委員会辞令〕     

   （次長職）     

教育部次長 教育部 生涯学習課長 青木 良英 

教育部副参事 教育部主幹 山村 幹雄 

教育部 指導室長 教育部 指導室主幹 藤崎 淳 

総合博物館長 総務部 市立病院新築準備室長 相馬 久雄 

   （課長職）     

教育部 総務管理課長 総務部 新幹線・高速道路推進室主幹 中野 弘章 

教育部 指導室主幹 新採用 宮澤 知 

教育部主幹 教育部 生涯スポーツ課主査 吉井 研二 

美術館副館長 水道局 総務課長 渡辺 禎子 

  〔小樽市議会辞令〕     

   （部長職）     

議会事務局長 医療保険部長 佃 信雄 

  〔小樽市消防本部辞令〕     

   （次長職）     

消防本部次長 消防本部 総務課長 乙崎 洋平 

消防署長 消防本部 警防課長 
消防監 

柿崎 隆幸 

   （課長職）     

消防本部 総務課長 消防本部 予防課 予防係長 
消防司令長 

土田 和豊 

消防本部主幹 消防署 警備２課長 
消防司令長 

村木 政己 

消防本部 警防課長 消防本部主幹 
消防司令長 

青山 光司 



消防署 警備２課長 消防署 手宮支署長 
消防司令長 

奈良 信弥 

消防署 手宮支署長 消防本部 警防課 警防係長 
消防司令長 

庄司 孝行 

  〔小樽市病院局辞令〕     

   （部長職）     

病院局 経営管理部長 小樽病院事務局長 吉川 勝久 

病院局 小樽病院副院長 小樽病院 医局医療部長 近藤 吉宏 

病院局 小樽病院副院長 小樽病院 医局医療部長 信野 祐一郎 

病院局 小樽病院 医局医療部長 小樽病院 医局 内科医長 木曽田 理絵 

病院局 小樽病院 看護部長 小樽病院 看護部総看護師長 原田 悦子 

病院局 小樽第二病院副院長 小樽第二病院 医局医療部長 高丸 勇司 

病院局 小樽第二病院 看護部長 小樽第二病院 看護部総看護師長 村田 悦子 

   （次長職）     

病院局 経営管理部次長 小樽病院事務局次長 小山 秀昭 

病院局 小樽病院 看護部副看護部長 小樽病院 看護部副総看護師長 金谷 順子 

病院局 小樽病院 看護部副看護部長 小樽病院 看護部副総看護師長 小路 好子 

病院局 小樽病院 事務室長 福祉部主幹 石崎 留子 

病院局 小樽第二病院 看護部副看護部長 小樽第二病院 看護部看護師長 板垣 ちえ子 

   （課長職）     

病院局 経営管理部 管理課長 小樽病院事務局主幹 佐藤 靖久 

病院局 経営管理部主幹 総務部 市立病院新築準備室主幹 牛膓 敏樹 

病院局 小樽病院 医局 内科医長 新採用 岸川 和弘 

病院局 小樽病院 医局 泌尿器科医長 新採用 山下 登 

病院局 小樽病院 医療技術部 検査科検

査技師長 
小樽病院 医局 検査科主幹 中 千尋 

病院局 小樽病院 医療技術部 検査科主

幹 
小樽病院 医局 検査科主査 吉本 啓一 

病院局 小樽病院 事務室次長 医療保険部 介護保険課長 吉岡 宏幸 

病院局 小樽病院 事務室主幹 小樽病院 事務局 医事課長 石井 純一 

病院局 小樽第二病院 医局 循環器科医

長 
新採用 久馬 理史 

病院局 小樽第二病院 医局 脳神経外科

医長 
新採用 森脇 拓也 

病院局 小樽第二病院 医療技術部 放射

線科主幹 
小樽第二病院 医局 放射線科主査 松尾 公弘 

病院局 小樽第二病院 事務室次長 保健所 保健総務課長 吉本 幸正 

      

平成 21 年３月 3１日付     

≪退 職 者≫      

所属   氏名 

   （部長職）     

建設部長   嶋田 和男 

議会事務局長   松川 明充 



消防長   
消防正監 

安達 栄次郎 

   （次長職）     

総務部次長   吉本 俊夫 

生活環境部次長   品田 憲人 

建設部副参事   鈴木 春光 

教育部 指導室長   寺澤 真 

総合博物館長   土屋 周三 

消防署長   白鳥 高司 

   （課長職）     

総務部 広報広聴課長   竹内 一穂 

産業港湾部 港湾室 管理課長   近澤 誠 

生活環境部 銭函サービスセンター所長   髙野 幹男 

生活環境部 塩谷サービスセンター所長   村上 広 

生活環境部 環境課長   白澤 秀一 

医療保険部主幹   金子 康一 

建設部 用地管理課長   倉松 喜代志 

美術館副館長   遠田 芳男 

小樽病院 医局 泌尿器科医長   駒木 亨 

小樽病院 医局 泌尿器科医長   豊田 裕 

小樽病院 医局 耳鼻咽喉科医長   渡邉 一正 

小樽病院 医局 検査科検査技師長   鈴木 正信 

小樽第二病院 医局 精神科・神経科医長   山中 啓義 

 


