
第２回総合計画審議会部会  出席職員一覧 

 

第１部会 （令和５年１月 23日（月） 18時から２０時開催） 

大綱 所属 役職 氏名 

２ 防災・防犯 総務部危機管理室 室長 有吉 恭子 

市民部市民総務室 室長 東田 康司 

主幹 岩崎 雅美 

消防本部総務予防室 次長（室長兼務） 山崎 孝三 

５ 環境 環境部環境政策室 次長（室長兼務） 楠本 直樹 

環境部環境保全指導課 課長 西川 克弥 

６ 都市形成 都市計画部都市計画室 室長 大椋 啓之 

都市計画部計画調整室 室長 梶崎 浩明 

都市計画部開発審査室 参事 錦古里 晋 

都市計画部住宅政策室 室長 木村 博一 

土木部総務交通室 次長（室長兼務） 野口 裕嗣 

土木部道路室 室長 金沢 博行 

土木部公園みどり室 室長 尾割 郁夫 

土木部地域整備推進室 室長 長 紳一郎 

下水道部経営室 次長（室長兼務） 愛甲 栄作 

水道部企画室 室長 原田 有紀 

７ 都市魅力 都市魅力部地域経済振興室 次長（室長兼務） 橋本 太治 

参事 淵上 恭子 

参事 萩原 伸悟 

都市魅力部シティプロモーション推進室 室長 薬師川 晃 

都市魅力部文化スポーツ推進室 室長 長井 浩 

参事 金 哲 

地域教育部文化財保護課 課長 葉山 進 
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第２部会 （令和５年１月 25日（水） 19時から 21時開催） 

大綱 所属 役職 氏名 

１ 人権・市民自治 総務部広報課 課長 田中 美穂 

総務部人事室 室長 岡田 貴樹 

市民部市民総務室 室長 東田 康司 

参事 丸岡 武史 

市民部人権政策室 参事 吉岡 宏一郎 

参事 杉野 陽太郎 

市民部男女共同参画センター 所長 檀野 良美 

市民部市民自治推進室 室長 高島 博 

学校教育部学校教育室 次長（室長兼務） 角田 睦 

３ 福祉・健康 福祉部福祉総務室 室長 乾 裕 

福祉部生活福祉室 室長 門田 俊雄 

福祉部高齢福祉室 室長 安宅 千枝 

福祉部障がい福祉室 室長 西村 直樹 

健康医療部健康まちづくり室 室長 宮崎 直子 

健康医療部成人保健課 課長 村山 靖子 

健康医療部母子保健課 課長 紙谷 昌明 

健康医療部保健医療総務室 次長（室長兼務） 岡本 太郎 

健康医療部衛生管理課 課長 笹田 眞由子 

健康医療部地域保健課 総括参事（課長事務取扱） 松林 恵介 

 ４ 子育て・学び 児童部子育て政策室 次長（室長兼務） 杉原 博之 

児童部子育て給付課 課長 上田 祥代 

児童部家庭児童相談室 参事 

 

日比 康二 

児童部のびのび子育てプラザ 所長 上村 礼子 

児童部保育幼稚園室 室長 中村 大介 

児童部こども発達支援センター センター長 堀 みどり 

健康医療部母子保健課 参事 久本 利恵 

学校教育部学校管理課 課長 砂川 智和 

学校教育部教育未来創生室 室長 脇寺 一郎 

学校教育部学校教育室 【再掲】 次長（室長兼務） 角田 睦 

学校教育部教育センター 所長 草場 敦子 

地域教育部まなびの支援課 課長 曽谷 俊弘 

地域教育部中央図書館 館長 林野 優子 

地域教育部青少年室 室長 大川 雅博 

地域教育部放課後子ども育成室 次長（室長兼務） 堀 哲郎 

 



第３部会 （令和５年１月 26日（水） 19時から 21時開催） 

大綱 所属 役職 氏名 

8 行政経営 総務部人事室 室長 岡田 貴樹 

 総括参事 竹本 和倫 

行政経営部企画財政室 室長 伊藤 さおり 

行政経営部情報政策室 室長 相川 勝徳 

参事 武井 祐二 

税務部税制課 課長 津田 泰彦 

 市民部市民課 次長（課長事務取扱） 熱田 徹 

都市計画部都市計画室 室長 大椋 啓之 

 都市計画部資産経営室 室長 古谷 俊彦 

 


