
令和 5年 3月 24 日 

 

青森市政記者会 様 

 

青森市総務部長  

 

 

令和 5年 4月 1日付け人事異動内示について 

 

別紙のとおり人事異動を内示しましたのでお知らせします。 

 

＜問合せ先＞ 

青森市総務部人事課 

電話：017-734-5093 

担当：課長 村田 主幹 菅原 



令和5年4月1日付け

人事異動の概要

令和5年3月24日

青森市

資料１



１ 令和5年4⽉1⽇付け⼈事異動のポイント

（１）組織・機構の見直しに応じた人員配置

（２）育児と仕事を両立できる環境づくりのための人員配置
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〇 公民連携の窓口と広域連携などの施策推進のための人員配置

公民連携の仕組み化に関する職員提案を踏まえ、行政と民間事業者が協働で
公共サービスの提供などを行う公民連携に係る総合窓口を設けるとともに、広域
連携や新しい働き方などの様々な施策を更に加速させるため、「広域連携推進室」
及び「新しい働き方推進室」を集約して課に格上げし、企画部に「連携推進課」を設
置し、８名を配置します。

公民連携による公共サービス体制の整備 （企画部）

国スポ・障スポ大会開催にむけた推進体制の整備 （経済部）

〇 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催のための人員配置

令和８年度に開催する第８０回国民スポーツ大会及び第２５回全国障害者スポーツ
大会について、令和５年度から、一層、大会開催準備を推進していくため、「国民スポ
―ツ大会準備室」を課に格上げし、経済部に「国スポ・障スポ大会推進課」を設置し、

９名を配置します。

〇 育児休業を取得しやすい環境づくりのための人員配置

令和４年１０月１日からの育児休業等の制度拡充に合わせ、男性職員の育児休業
取得等を促進することにより、男女問わず、育児と仕事を両立できる環境づくりの一
環として、令和５年度に長期間（１年程度）育児休業を取得する予定の職員の代替

職員として、１０名を配置します。

育児と仕事の両立のための代替要員の確保

８名配置

９名配置

１０名配置



２ 異動規模について

令和5年4月1日付けの異動者数は、市長事務部局が352名、機関等が281名の

総数633名となります。

このうち、組織・機構の見直しに伴うものが6名含まれていることから、実質の

異動者数は627名となります。

◆人事異動規模（4月1日付）の推移

年 度 実質異動者数 総異動者数

令和5年度 627名 633名

令和4年度 681名 758名

令和3年度 648名 810名

令和2年度 549名 599名

令和元年度 756名 769名
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( 1 ) 異動者数について

① 部⻑級 13名

部長級については、退職に伴う異動のほか、各部の重点施策・事業や課題に対し

て、着実な実施と管理を図るとともに、 マネジメント活動において、何事にも「挑戦

する」職員を育てる、適任者を配置します。

② 次⻑級 10名
次長級については、退職及び昇任に伴う異動のほか、部長級を補佐する役割を

踏まえ、適任者を配置します。

③ 課⻑級 58名
課長級については、退職及び昇任に伴う異動のほか、主要重点事業の着実な

実施を図るとともに、「挑戦する」職場づくりを担う管理職として、適任者を配置し

ます。

④ 主幹級以下の職員 552名
主幹級職員については、これまでの経験と実績を勘案しながら、将来の管理職

候補者として、また、主査級及び主事級職員については、ジョブ･ローテーションを

基本とし、職員申告書に基づく本人の意向･意欲等を積極的に反映し、配置します。

◆職位別総異動者数（4月1日付）

職 位 令和5年 令和4年 比 較

部長級 13名 8名 ＋5名

次長級 10名 20名 △10名

課長級 58名 57名 ＋1名

主幹級以下の職員 552名 673名 △121名

合 計 633名 758名 △125名
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①昇任者数（4月1日付）

②女性の昇任者数（4月1日付）

職 位 令和5年 令和4年 比 較

部長級 4名 6名 △2名

次長級 6名 9名 △3名

課長級 15名 14名 ＋1名

主幹級 34名 37名 △3名

主査級 49名 45名 ＋4名

合 計 108名 111名 △3名

職 位 令和5年 令和4年 比 較

部長級 0名 0名 ±0名

次長級 1名 2名 △1名

課長級 4名 4名 ±0名

主幹級 7名 8名 △1名

主査級 12名 14名 △2名

合 計 24名 28名 △4名

※病院医療職、消防職を除く
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( 2 ) 昇任者数について



職 位 令和5年 令和4年 比 較

250名 253名 △3名

主幹級・主査級 1,110名 1,099名 ＋11名

一般職員 1,546名 1,540名 ＋ 6名

合 計 2,906名 2,892名 ＋14名

うち女性 980名 969名 ＋11名

( 3 ) 職員数の状況について

令和5年4月1日現在の職員数の合計は2,906名で、このうち、女性の職員数は980名と

なり、昨年の969名と比べると、11名の増となります。

管理職(部長級・次長級・課長級)に占める女性の割合は16.57％となり、昨年の14.97％

に対し、1.60ポイント増となります。

また、役職者(主査級以上)に占める女性の割合は26.49％となり、昨年の25.60％に対し、

0.89ポイント増となっています。

◆職員数の状況（4月1日付）
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区分 令和5年 令和4年 比 較

管理職の女性 16.57％ 14.97％ ＋1.60

役職者の女性 26.49％ 25.60％ ＋0.89

※病院医療職、消防職を除く

◆管理職・役職者に占める女性の割合

部長級・次長級・課長級



３ ⼈員配置について

部長級の配置

◆部長級の異動対象者

氏 名 新所属・職名 現所属・職名

横 内 修 税務部長 企業局水道部長

佐 藤 秀 彦※ 市民部長 保健部次長

佐々木 浩 文 環境部長 都市整備部理事

岸 田 耕 司 福祉部長 市民病院事務局長

千 葉 康 伸 保健部長 保健部理事

舘 山 公※ 浪岡振興部長 企画部次長

奈 良 英 文※ 市民病院事務局長 経済部次長

山 谷 直 大 会計管理者 選挙管理委員会事務局長

奥 﨑 文 昭 議会事務局長
青森地域広域事務組合事務局長
(企画部理事)

齋 藤 賢 剛 選挙管理委員会事務局長 議会事務局長

加 福 理美子 監査委員事務局長 市民部長

三 浦 大 延 企業局水道部長 浪岡振興部長

長 内 哲 史※
青森地域広域事務組合事務局長
（企画部理事）

市民病院事務局次長
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※昇任者 4名

【退職者】

〇 川 村 敬 貴 （税務部長） 〇 坪 真紀子 （保健部長）

〇 髙 村 功 輝 （環境部長） 〇 柿 﨑 哲 男 （会計管理者）

〇 福 井 直 文 （福祉部長） 〇 太 田 綾 子 （監査委員事務局長）





資料２

令和5年4月1日付け

人 事 異 動 内 示

青　森　市



対象者 時　間 交付場所 交付者
対象者集合時間

（場所）

  派遣職員等 9時45分 本庁舎2階　庁議室 市長
9時30分

（人事課）

新採用者 10時20分 アウガ5階AV多機能ホール 市長
8時30分

（アウガ5階）

再任用職員 各所属長

辞令交付式時間割表

辞令交付式：令和5年4月3日（月）

配属先の課が指定する時間及び場所

１　人事異動に伴う庁内の「あいさつ回り」については、自粛すること

２　異動対象者は、青森市職員服務規程に基づき速やかに事務引継ぎを行い、新任の事務に
　　従事すること



市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

部長級 長内　哲史
企画部理事（青森地域広域事務組
合へ派遣する）

市民病院事務局次長

部長級 横内　修 税務部長 企業局水道部長

部長級 佐藤　秀彦 市民部長 保健部次長

部長級 佐々木　浩文 環境部長 都市整備部理事

部長級 岸田　耕司 福祉部長兼福祉事務所長 市民病院事務局長

部長級 千葉　康伸 保健部長 保健部理事

部長級 舘山　公 浪岡振興部長 企画部次長

部長級 奈良　英文 市民病院事務局長 経済部次長

部長級 山谷　直大 会計管理者 選挙管理委員会事務局長

部長級 奥﨑　文昭 議会事務局へ出向させる
企画部理事（青森地域広域事務組
合事務局長）

部長級 齋藤　賢剛
選挙管理委員会事務局へ出向させ
る

議会事務局長

部長級 加福　理美子 監査委員事務局へ出向させる 市民部長

部長級 三浦　大延 企業局へ出向させる 浪岡振興部長

部長級 川村　敬貴 定年退職（3月31日付け） 税務部長

部長級 髙村　功輝 定年退職（3月31日付け） 環境部長

部長級 福井　直文 定年退職（3月31日付け） 福祉部長兼福祉事務所長

部長級 坪　真紀子 定年退職（3月31日付け） 保健部長
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市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

部長級 柿﨑　哲男 定年退職（3月31日付け） 会計管理者

次長級 白戸　高史 企画部次長 企画部財政課長

次長級 大久保　綾子 福祉部次長 教育委員会事務局教育次長

次長級 加福　拓志 保健部次長 福祉部次長

次長級 船橋　正明 経済部次長 経済部観光課長

次長級 土岐　政温 都市整備部次長
都市整備部次長公園河川課長事務
取扱

次長級 石村　淳 浪岡振興部次長 教育委員会事務局浪岡教育課長

次長級 遠嶋　祥剛 市民病院事務局次長 議会事務局次長総務課長事務取扱

次長級 佐々木　正幸 議会事務局へ出向させる 総務部危機管理課長

次長級 髙野　雅子 企業局へ出向させる 福祉部高齢者支援課長

次長級 小笠原　聡 定年退職（3月31日付け） 浪岡振興部次長

課長級 藤林　靖幸 総務部総務課副参事 総務部総務課主幹

課長級 横山　明典 総務部危機管理課長 都市整備部住宅まちづくり課長

課長級 阿部　有一郎 総務部管財課副参事 企画部財政課副参事

課長級 舘田　英幸 総務部契約課工事検査室長 都市整備部道路維持課雪対策室長

課長級 木立　圭史
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

経済部交流推進課長

課長級 渡邉　兼一
総務部付（青森県国民健康保険団
体連合会へ派遣する）

企業局交通部管理課主幹
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市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

課長級 太田　直樹 企画部企画調整課長 経済部経済政策課長

課長級 髙坂　和磨 企画部連携推進課長
企画部企画調整課新しい働き方推
進室長

課長級 鈴木　健司 企画部財政課長
保健部青森市保健所感染症対策課
長

課長級 岩渕　寿哉 企画部財政課副参事
保健部青森市保健所健康づくり推
進課主幹

課長級 鳴海　則子 企画部広報広聴課長 総務部総務課副参事

課長級 太田　しのぶ
企画部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

福祉部生活福祉一課副参事

課長級 堀川　慎一 税務部市民税課長 企業局交通部管理課長

課長級 佐々木　潤一 税務部国保医療年金課長
総務部付（青森県国民健康保険団
体連合会へ派遣）

課長級 越田　敏幸 市民部生活安心課長 市民部生活安心課主幹

課長級 越谷　英樹
市民部行政情報センター市民課副
参事兼高田情報コーナー所長

浪岡振興部納税支援課副参事兼会
計課副参事

課長級 山口　裕子
市民部行政情報センター市民課副
参事

企業局交通部管理課主幹

課長級 櫻庭　勝
市民部行政情報センター浜館支所
長

市民部行政情報センター市民課副
参事兼横内情報コーナー所長

課長級 坂本　公平
市民部行政情報センター奥内支所
長

農林水産部中央卸売市場管理課長

課長級 木谷　龍
市民部行政情報センター原別支所
長

企業局水道部営業課長

課長級 古澤　康彦
市民部行政情報センター後潟支所
長

市民部生活安心課長

課長級 松島　豊 福祉部福祉政策課長 企画部企画調整課長

課長級 泉澤　豊 福祉部子育て支援課長 税務部市民税課長
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市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

課長級 向中野　葉子 福祉部子育て支援課副参事 福祉部子育て支援課主幹

課長級 千葉　大 福祉部高齢者支援課長
総務部付（青森地域広域事務組合
消防本部庶務課長）

課長級 白取　和子 福祉部高齢者支援課副参事 福祉部高齢者支援課主幹

課長級 種市　克之 福祉部生活福祉一課長
福祉部生活福祉二課副参事兼保健
部青森市保健所感染症対策課副参
事

課長級 駒ヶ嶺　祐 福祉部生活福祉二課副参事 福祉部子育て支援課副参事

課長級 中村　晶子
保健部青森市保健所感染症対策課
長

保健部青森市保健所健康づくり推
進課健康寿命対策室長兼保健部青
森市保健所感染症対策課副参事

課長級 樋口　量美
保健部青森市保健所健康づくり推
進課健康寿命対策室長

保健部青森市保健所感染症対策課
副参事

課長級 小山内　政広 経済部経済政策課長 企業局水道部総務課長

課長級 沢木　正明 経済部観光課長 企画部広報広聴課長

課長級 溝口　篤史 経済部交流推進課長 企業局水道部総務課主幹

課長級 須藤　静路
経済部国スポ・障スポ大会推進課
長

経済部地域スポーツ課国民スポー
ツ大会準備室長

課長級 加藤　幸樹 農林水産部農地林務課長 都市整備部公園河川課主幹

課長級 堤　省一 農林水産部中央卸売市場管理課長
福祉部生活福祉一課長兼福祉部生
活福祉二課副参事

課長級 小鹿　正憲 都市整備部住宅まちづくり課長 税務部国保医療年金課長

課長級 嶋守　亮 都市整備部公園河川課長 農林水産部農地林務課長

課長級 葛原　積範 都市整備部道路維持課雪対策室長 企業局水道部下水道整備課主幹

課長級 山口　智紀
浪岡振興部市民課長兼保健部青森
市保健所生活衛生課副参事

総務部管財課主幹
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市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

課長級 三浦　尚武
市民病院医療局循環器・呼吸器内
科副部長

採用

課長級 松本　麻希 市民病院医療局小児科副部長 市民病院医療局小児科医師

課長級 三橋　佑人 市民病院医療局外科部長 採用

課長級 久保田　隼介 市民病院医療局外科副部長 採用

課長級 木下　翔平 市民病院医療局脳神経外科副部長 採用

課長級 田口　亮
市民病院医療局心臓血管外科副部
長

採用

課長級 野呂　大輔 市民病院医療局ひ尿器科部長 採用

課長級 佐藤　麻希子 市民病院医療局産婦人科部長 採用

課長級 山内　一崇
市民病院医療局耳鼻いんこう科副
部長

採用

課長級 淋代　充子 教育委員会事務局へ出向させる 総務部人事課主幹

課長級 福原　崇 教育委員会事務局へ出向させる 総務部管財課副参事

課長級 東條　英哲 教育委員会事務局へ出向させる
企画部企画調整課広域連携推進室
長

課長級 福島　清裕 監査委員事務局へ出向させる 福祉部福祉政策課長

課長級 斎藤　広宣 企業局へ出向させる 総務部契約課工事検査室長

課長級 森田　新 企業局へ出向させる 福祉部子育て支援課長

課長級 中西　康仁 企業局へ出向させる
浪岡振興部市民課長兼保健部青森
市保健所生活衛生課副参事

課長級 今村　剛志 企業局へ出向させる 教育委員会事務局総務課主幹
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市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

課長級 川村　陽介 辞職（3月31日付け）
市民病院医療局循環器・呼吸器内
科副部長

課長級 原　裕太郎 辞職（3月31日付け） 市民病院医療局外科副部長

課長級 小笠原　尚志 辞職（3月31日付け） 市民病院医療局心臓血管外科部長

課長級 神　可代 辞職（3月31日付け） 市民病院医療局皮膚科部長

課長級 小玉　寛健 辞職（3月31日付け） 市民病院医療局ひ尿器科副部長

課長級 小玉　都萌 辞職（3月31日付け） 市民病院医療局産婦人科副部長

課長級 中嶋　正 定年退職（3月31日付け）
総務部付（青森地域広域事務組合
浪岡消防署長）

課長級 井上　悦子 定年退職（3月31日付け）
企画部付（青森地域広域事務組合
事務局総務課長）

課長級 大澤　憲樹 定年退職（3月31日付け）
市民部行政情報センター市民課副
参事兼高田情報コーナー所長

課長級 中嶋　智明 定年退職（3月31日付け）
市民部行政情報センター浜館支所
長

課長級 伊瀬谷　勝 定年退職（3月31日付け）
市民部行政情報センター奥内支所
長

課長級 白取　愼也 定年退職（3月31日付け）
市民部行政情報センター原別支所
長

課長級 内田　洋一 定年退職（3月31日付け）
市民部行政情報センター後潟支所
長

課長級 大澤　真理子 定年退職（3月31日付け）

浪岡振興部健康福祉課副参事兼保
健部青森市保健所保健予防課副参
事兼保健部青森市保健所感染症対
策課副参事兼保健部青森市保健所
健康づくり推進課副参事兼保健部
青森市保健所あおもり親子はぐく
みプラザ副参事兼市民病院浪岡病
院事務局副参事

主幹級 澤田　正志 総務部総務課主幹 福祉部子育て支援課主幹

主幹級 松島　綾子 総務部総務課主幹 経済部経済政策課主査
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市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主幹級 山上　瞳子 総務部人事課主幹
保健部青森市保健所健康づくり推
進課主幹

主幹級 阿部　康隆 総務部管財課主幹 環境部廃棄物対策課主幹

主幹級 高木　康人 総務部管財課主幹 都市整備部道路維持課主幹

主幹級 淋代　優樹 総務部情報政策課主幹 経済部地域スポーツ課主幹

主幹級 西岡　隆
総務部付（公立大学法人青森公立
大学へ派遣する）

浪岡振興部地域づくり振興課主査

主幹級 蠣崎　正大 企画部企画調整課主幹 教育委員会事務局学校給食課主幹

主幹級 伊藤　寛子 企画部連携推進課主幹 企画部企画調整課主査

主幹級 猪口　茂樹 企画部秘書課主幹 議会事務局議事調査課主査

主幹級 遠嶋　誠 税務部納税支援課主幹
総務部付（青森県後期高齢者医療
広域連合へ派遣）

主幹級 土田　尚史 税務部納税支援課主幹
環境部環境政策課主査兼保健部青
森市保健所感染症対策課主査

主幹級 遠島　一 税務部納税支援課主幹 再任用

主幹級 奥﨑　章規 税務部資産税課主幹
市民部人権男女共同参画課主幹兼
保健部青森市保健所感染症対策課
主幹

主幹級 熊谷　圭介 税務部資産税課主幹 都市整備部道路建設課主幹

主幹級 成田　光義 税務部資産税課主幹 再任用

主幹級 三上　泰 税務部国保医療年金課主幹 税務部納税支援課主幹

主幹級 渡辺　陽子 税務部国保医療年金課主幹 都市整備部住宅まちづくり課主査

主幹級 神山　郁子 市民部市民協働推進課主幹 総務部総務課主幹
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市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主幹級 一戸　健司 市民部生活安心課主幹 環境部廃棄物対策課主幹

主幹級 綿谷　佑馬 市民部人権男女共同参画課主幹
経済部経済政策課主査兼企画部企
画調整課主査

主幹級 渋谷　聡
市民部行政情報センター市民課主
幹

総務部情報政策課主幹

主幹級 伊丸岡　裕之
市民部行政情報センター市民課主
幹

市民部行政情報センター奥内支所
主幹

主幹級 小倉　央
市民部行政情報センター市民課主
幹兼横内情報コーナー所長

福祉部生活福祉一課主幹

主幹級 中川　一哉
市民部行政情報センター市民課主
幹

浪岡振興部健康福祉課主査

主幹級 百田　満
市民部行政情報センター市民課主
幹

再任用

主幹級 野登　浩一
市民部行政情報センター市民課主
幹

再任用

主幹級 寺山　達郎
市民部行政情報センター市民課主
幹

再任用

主幹級 土岐　政弘
市民部行政情報センター市民課主
幹

再任用

主幹級 太田　綾子
市民部行政情報センター市民課主
幹

再任用

主幹級 中嶋　智明
市民部行政情報センター浜館支所
主幹

再任用

主幹級 俵屋　茂雄
市民部行政情報センター奥内支所
主幹

都市整備部道路維持課主幹

主幹級 内田　洋一
市民部行政情報センター後潟支所
主幹

再任用

主幹級 佐藤　源志 環境部環境政策課主幹 市民病院事務局総務課主幹

主幹級 蒔苗　正 環境部廃棄物対策課主幹
保健部青森市保健所保健予防課主
査

主幹級 田中　広信 環境部廃棄物対策課主幹 農林水産部農地林務課主幹
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市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主幹級 松原　祐也 環境部清掃管理課主幹 環境部清掃管理課主査

主幹級 野村　俊介 福祉部福祉政策課主幹

経済部経済政策課主幹兼企画部広
報広聴課主幹兼経済部新ビジネス
支援課主幹兼経済部観光課主幹兼
経済部交流推進課主幹兼農林水産
部あおもり産品支援課主幹

主幹級 前田　直樹 福祉部指導監査課主幹 福祉部福祉政策課主幹

主幹級 渡邊　和則 福祉部障がい者支援課主幹 福祉部障がい者支援課主査

主幹級 長内　麻恵 福祉部子育て支援課主幹 福祉部子育て支援課主査

主幹級 三浦　章二 福祉部子育て支援課主幹
保健部青森市保健所健康づくり推
進課主査兼保健部青森市保健所感
染症対策課主査

主幹級 堀内　和之 福祉部子育て支援課主幹 再任用

主幹級 田澤　賢 福祉部介護保険課主幹
市民病院浪岡病院事務局主幹兼浪
岡振興部健康福祉課主幹

主幹級 齋藤　悠 福祉部高齢者支援課主幹 企業局水道部総務課主査

主幹級 對馬　智明 福祉部生活福祉一課主幹
総務部管財課主幹兼総務部総務課
主幹

主幹級 大澤　憲樹 福祉部生活福祉一課主幹 再任用

主幹級 櫻田　正 福祉部生活福祉二課主幹 税務部資産税課主幹

主幹級 杉田　智明 福祉部生活福祉二課主幹 浪岡振興部健康福祉課主幹

主幹級 杉野　淳
保健部青森市保健所保健予防課主
幹

浪岡振興部地域づくり振興課主幹

主幹級 山上　千鶴
保健部青森市保健所感染症対策課
主幹

保健部青森市保健所健康づくり推
進課主幹兼保健部青森市保健所感
染症対策課主幹

主幹級 小豆畑　世津子
保健部青森市保健所健康づくり推
進課主幹

企画部広報広聴課主査
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市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主幹級 富岡　幸
保健部青森市保健所健康づくり推
進課主幹

市民部市民協働推進課主幹

主幹級 平井　泉
保健部青森市保健所健康づくり推
進課主幹

保健部青森市保健所健康づくり推
進課主査

主幹級 今　裕之

経済部経済政策課主幹兼企画部連
携推進課主幹兼企画部広報広聴課
主幹兼経済部新ビジネス支援課主
幹兼経済部観光課主幹兼経済部交
流推進課主幹兼農林水産部あおも
り産品支援課主幹

福祉部介護保険課主幹

主幹級 吹田　匠 経済部新ビジネス支援課主幹 議会事務局議事調査課主幹

主幹級 佐々木　崇 経済部地域スポーツ課主幹 税務部納税支援課主幹

主幹級 渡邊　雅史 経済部地域スポーツ課主幹 都市整備部都市政策課主幹

主幹級 加藤　耕史
経済部国スポ・障スポ大会推進課
主幹

総務部危機管理課主査

主幹級 藤田　信弘
経済部国スポ・障スポ大会推進課
主幹

経済部地域スポーツ課主幹

主幹級 戸嶋　和也 農林水産部農業政策課主幹 税務部資産税課主幹

主幹級 成田　俊治
農林水産部あおもり産品支援課主
幹

農林水産部農業政策課主幹

主幹級 佐藤　宏之 農林水産部農地林務課主幹 農林水産部農地林務課主査

主幹級 富岡　俊一
農林水産部中央卸売市場管理課主
幹

議会事務局総務課主幹

主幹級 杉山　潔
農林水産部中央卸売市場管理課主
幹

再任用

主幹級 京谷　智 都市整備部都市政策課主幹 都市整備部公園河川課主査

主幹級 楠美　泰彦 都市整備部都市政策課主幹 教育委員会事務局総務課主幹

主幹級 馬場　大士 都市整備部公園河川課主幹 都市整備部都市政策課主幹

10



市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主幹級 沼宮内　陽一郎 都市整備部道路建設課主幹 福祉部高齢者支援課主幹

主幹級 坂本　一成 都市整備部道路維持課主幹 環境部清掃管理課主幹

主幹級 工藤　順也 都市整備部道路維持課主幹 市民病院事務局総務課主幹

主幹級 葛西　真司 都市整備部道路維持課主幹
教育委員会事務局文化学習活動推
進課主幹

主幹級 福永　宏治 都市整備部道路維持課主幹 企業局水道部給排水課主幹

主幹級 下山　博正 都市整備部建築営繕課主幹 都市整備部道路維持課主幹

主幹級 須藤　泰久
浪岡振興部納税支援課主幹兼会計
課主幹

企画部企画調整課主幹兼保健部青
森市保健所感染症対策課主幹

主幹級 鈴木　達也
浪岡振興部納税支援課主幹兼会計
課主幹

環境部環境政策課主幹

主幹級 兼平　しのぶ 浪岡振興部地域づくり振興課主幹 浪岡振興部健康福祉課主幹

主幹級 下山　眞由美 浪岡振興部健康福祉課主幹 税務部国保医療年金課主幹

主幹級 雪田　美紀子 浪岡振興部健康福祉課主幹
保健部青森市保健所感染症対策課
主幹

主幹級 古舘　円 浪岡振興部健康福祉課主幹
教育委員会事務局学校給食課中学
校給食センター所長

主幹級 堀内　大生 浪岡振興部健康福祉課主幹 再任用

主幹級 溝江　深雪
市民病院医療技術局診療放射線部
診療放射線副技師長

市民病院医療技術局診療放射線部
主任診療放射線技師

主幹級 木村　重伸
市民病院医療技術局診療放射線部
診療放射線副技師長

再任用

主幹級 稲葉　孝典
市民病院医療技術局診療放射線部
診療放射線副技師長

再任用

主幹級 安原　清文
市民病院医療技術局診療支援部主
幹

市民病院医療技術局診療支援部主
任作業療法士
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市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主幹級 長谷川　治 市民病院事務局総務課主幹 福祉部障がい者支援課主幹

主幹級 髙坂　岳資 市民病院事務局総務課主幹 経済部地域スポーツ課主幹

主幹級 奥谷　浩充 市民病院事務局総務課主幹 都市整備部建築営繕課主幹

主幹級 山内　克昌 市民病院事務局総務課主幹 市民病院事務局総務課主査

主幹級 田中　菜美香 市民病院看護局看護師長 市民病院看護局主任看護師

主幹級 川口　理恵 市民病院看護局看護師長 市民病院看護局主任看護師

主幹級 中川　尚子 市民病院看護局看護師長 再任用

主幹級 谷口　しのぶ 市民病院看護局看護師長 再任用

主幹級 佐藤　純子 市民病院高等看護学院教務主幹 再任用

主幹級 古山　智明
市民病院浪岡病院医療局診療放射
線技師長

市民病院医療技術局診療放射線部
診療放射線副技師長

主幹級 安達　正祐
市民病院浪岡病院医療局診療放射
線副技師長

再任用

主幹級 栁谷　俊秀
市民病院浪岡病院医療局臨床検査
副技師長

再任用

主幹級 和田　康裕 市民病院浪岡病院事務局主幹 教育委員会事務局総務課主幹

主幹級 風晴　英樹 議会事務局へ出向させる 市民病院事務局総務課主幹

主幹級 溝江　摩紀 議会事務局へ出向させる 監査委員事務局主幹

主幹級 堀内　孝悦 教育委員会事務局へ出向させる 企画部秘書課主幹

主幹級 倉内　彩子 教育委員会事務局へ出向させる
市民部行政情報センター市民課主
幹
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市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主幹級 葵　卓 教育委員会事務局へ出向させる 経済部新ビジネス支援課主幹

主幹級 山田　誠志 教育委員会事務局へ出向させる
農林水産部あおもり産品支援課主
幹

主幹級 植村　圭介 教育委員会事務局へ出向させる 監査委員事務局主幹

主幹級 寺田　幸生 監査委員事務局へ出向させる 福祉部生活福祉一課主幹

主幹級 寺山　桂子 監査委員事務局へ出向させる
保健部青森市保健所保健予防課主
幹

主幹級 古田　正之 農業委員会事務局へ出向させる
農林水産部中央卸売市場管理課主
幹

主幹級 川村　拓 企業局へ出向させる
総務部付（公立大学法人青森公立
大学へ派遣）

主幹級 立崎　明彦 企業局へ出向させる 税務部国保医療年金課主幹

主幹級 西川　豊 企業局へ出向させる 福祉部指導監査課主幹

主幹級 川口　純一 企業局へ出向させる 福祉部生活福祉二課主幹

主幹級 千葉　幸志 企業局へ出向させる 都市整備部道路維持課主幹

主幹級 成田　忍 辞職（3月31日付け） 企画部企画調整課主幹

主幹級 前田　芳明 定年退職（3月31日付け）
総務部付（青森地域広域事務組合
中央消防署新城分署長）

主幹級 宮本　一好 定年退職（3月31日付け）
総務部付（青森地域広域事務組合
東消防署主幹）

主幹級 久保田　育也 定年退職（3月31日付け）
総務部付（青森地域広域事務組合
東消防署主幹）

主幹級 時田　裕之 定年退職（3月31日付け）
市民部行政情報センター浜館支所
主幹

主幹級 瀬川　昌彦 定年退職（3月31日付け） 福祉部生活福祉二課主幹
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市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主幹級 中西　功悦 定年退職（3月31日付け）
市民病院医療技術局診療支援部副
理学療法士長

主幹級 中川　尚子 定年退職（3月31日付け） 市民病院看護局看護師長

主幹級 谷口　しのぶ 定年退職（3月31日付け） 市民病院看護局看護師長

主幹級 安達　正祐 定年退職（3月31日付け）
市民病院浪岡病院医療局診療放射
線技師長

主査級 髙松　舞 総務部総務課主査 福祉部指導監査課主査

主査級 鳥羽　隆仁 総務部総務課主査 企業局交通部管理課主査

主査級 高橋　秀太 総務部危機管理課主査 総務部人事課主査

主査級 大宮　尚子 総務部危機管理課主査 福祉部子育て支援課主査

主査級 藤本　奈七 総務部人事課主査 総務部人事課主事

主査級 山ノ内　幸申 総務部人事課主査 企画部秘書課主査

主査級 中川　剛 総務部契約課主査 市民病院事務局総務課主査

主査級 原　一博 総務部情報政策課主査 総務部情報政策課主事

主査級 番場　暁 総務部情報政策課主査 税務部納税支援課主査

主査級 山田　博由
総務部付（青森県後期高齢者医療
広域連合へ派遣する）

保健部青森市保健所あおもり親子
はぐくみプラザ主査

主査級 村上　和明
総務部付（青森県後期高齢者医療
広域連合へ派遣する）

教育委員会事務局中央市民セン
ター主査

主査級 小松　高志 企画部企画調整課主査
総務部付（青森県後期高齢者医療
広域連合へ派遣）

主査級 早狩　真布 企画部企画調整課主査
市民部行政情報センター市民課主
査
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市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主査級 西澤　佳子 企画部企画調整課主査 福祉部生活福祉二課主査

主査級 成田　潤一郎 企画部連携推進課主査 企画部企画調整課主事

主査級 寺島　智史
企画部連携推進課主査兼保健部青
森市保健所感染症対策課主査

保健部青森市保健所感染症対策課
主査

主査級 井上　春樹 企画部連携推進課主査 経済部新ビジネス支援課主査

主査級 竹内　一真 企画部連携推進課主査 経済部交流推進課主査

主査級 船橋　裕紀 企画部財政課主査 経済部経済政策課主査

主査級 滝口　貴史 企画部財政課主査 経済部交流推進課主査

主査級 古川　亜希子 企画部財政課主査
農林水産部中央卸売市場管理課主
査

主査級 野澤　聡史 企画部秘書課主査 都市整備部都市政策課主査

主査級 中村　豪佑 企画部秘書課主査 選挙管理委員会事務局主査

主査級 木原　ふさ子 企画部広報広聴課主査 市民部市民協働推進課主査

主査級 田中　宏治 企画部競輪事業所主査 市民病院浪岡病院事務局主査

主査級 小野　浩二
企画部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

環境部清掃管理課主査

主査級 竹内　康貴 税務部納税支援課主査 税務部納税支援課主事

主査級 芦田　敬介 税務部納税支援課主査 福祉部生活福祉一課主査

主査級 増田　勝利 税務部納税支援課主査
保健部青森市保健所感染症対策課
主査

主査級 吉田　愛 税務部市民税課主査 農業委員会事務局主査
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市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主査級 北畠　秀顯 税務部資産税課主査
市民部行政情報センター市民課主
査

主査級 齊藤　麻美 税務部資産税課主査 福祉部介護保険課主査

主査級 工藤　由美子 税務部国保医療年金課主査 税務部国保医療年金課主事

主査級 渋谷　さとみ 税務部国保医療年金課主査 福祉部介護保険課主査

主査級 竹内　裕美 市民部市民協働推進課主査 総務部人事課主査

主査級 秋元　善行 市民部生活安心課主査 福祉部生活福祉二課主査

主査級 山上　研一 市民部生活安心課主査 教育委員会事務局浪岡教育課主査

主査級 鹿内　育子
市民部行政情報センター市民課主
査

税務部国保医療年金課主査

主査級 雪田　幸誠
市民部行政情報センター市民課主
査

農業委員会事務局主査

主査級 柿﨑　仁馨 環境部清掃管理課主査 都市整備部公園河川課主査

主査級 山口　陽平 環境部清掃管理課主査 企業局水道部下水道整備課技師

主査級 永井　一仁 環境部清掃管理課主査 企業局水道部蜆貝ポンプ場主査

主査級 小田　真弓 福祉部指導監査課主査 税務部資産税課主事

主査級 蝦名　秋穂 福祉部障がい者支援課主査 税務部国保医療年金課主査

主査級 波田野　隼也 福祉部障がい者支援課主査
保健部青森市保健所保健予防課主
査

主査級 鷲尾　幸子 福祉部障がい者支援課主査
保健部青森市保健所あおもり親子
はぐくみプラザ主査

主査級 齋藤　牧子 福祉部障がい者支援課主査 教育委員会事務局学校給食課主査
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市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主査級 中野　理緒 福祉部子育て支援課主査 企画部企画調整課主査

主査級 船橋　愛通子 福祉部子育て支援課主査 税務部国保医療年金課主査

主査級 赤坂　明子 福祉部介護保険課主査 総務部契約課主査

主査級 柴崎　恵利子 福祉部介護保険課主査 経済部新ビジネス支援課主査

主査級 蝦名　康代 福祉部介護保険課主査 教育委員会事務局学務課主査

主査級 山田　記子 福祉部高齢者支援課主査 福祉部高齢者支援課主事

主査級 辻村　泰成 福祉部生活福祉一課主査 都市整備部道路維持課主査

主査級 松田　直樹 福祉部生活福祉二課主査 福祉部生活福祉二課主事

主査級 木村　恵司 福祉部生活福祉二課主査 都市整備部道路維持課主査

主査級 佐藤　文生
保健部青森市保健所保健予防課主
査

保健部青森市保健所保健予防課薬
剤師

主査級 渡邊　道代
保健部青森市保健所生活衛生課主
査

保健部青森市保健所生活衛生課技
師

主査級 中西　智恵
保健部青森市保健所生活衛生課主
査

保健部青森市保健所生活衛生課臨
床検査技師

主査級 小山　隆
保健部青森市保健所健康づくり推
進課主査

福祉部指導監査課主査兼保健部青
森市保健所感染症対策課主査

主査級 丹代　幸子
保健部青森市保健所健康づくり推
進課主査

保健部青森市保健所感染症対策課
主査

主査級 櫛引　博喜 経済部経済政策課主査 総務部情報政策課主査

主査級 佐藤　明子 経済部経済政策課主査
市民部行政情報センター市民課主
査兼保健部青森市保健所生活衛生
課主査
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市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主査級 小鹿　翔

経済部経済政策課主査兼企画部連
携推進課主査兼企画部広報広聴課
主査兼経済部新ビジネス支援課主
査兼経済部観光課主査兼経済部交
流推進課主査兼農林水産部あおも
り産品支援課主査

経済部経済政策課主査兼企画部企
画調整課主査兼企画部広報広聴課
主査兼経済部新ビジネス支援課主
査兼経済部観光課主査兼経済部交
流推進課主査兼農林水産部あおも
り産品支援課主査

主査級 種市　裕也 経済部経済政策課主査 経済部経済政策課主事

主査級 小野　奈緒美 経済部経済政策課主査 都市整備部公園河川課主査

主査級 雪田　寿人 経済部新ビジネス支援課主査
農林水産部あおもり産品支援課主
査

主査級 蝦名　直幸 経済部観光課主査 企画部秘書課主査

主査級 外崎　正文 経済部観光課主査 都市整備部公園河川課主査

主査級 須々田　菜津子 経済部交流推進課主査
経済部交流推進課主事兼保健部青
森市保健所感染症対策課主事

主査級 三國　泰弘 経済部地域スポーツ課主査 福祉部福祉政策課主事

主査級 工藤　真奈美
経済部国スポ・障スポ大会推進課
主査

経済部地域スポーツ課主査

主査級 對馬　広将
経済部国スポ・障スポ大会推進課
主査

経済部地域スポーツ課主査

主査級 木村　和美 農林水産部農業政策課主査 市民部生活安心課主査

主査級 相澤　進吾 農林水産部農業振興センター主査
農林水産部農業振興センター主査
兼企画部企画調整課主査

主査級 折目　正 農林水産部農地林務課主査 総務部管財課主査

主査級 渡邊　輝久 農林水産部農地林務課主査 企業局水道部横内浄水課主査

主査級 佐藤　弥玲
農林水産部中央卸売市場管理課主
査

企業局交通部管理課主査

主査級 工藤　慎也 都市整備部都市政策課主査 企画部競輪事業所主査
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市長事務部局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主査級 蒔苗　綾子 都市整備部建築指導課主査 都市整備部建築指導課主事

主査級 佐藤　峰之 都市整備部建築指導課主査 企業局水道部営業課主査

主査級 川村　一子 都市整備部公園河川課主査
市民部行政情報センター市民課主
査

主査級 小澤　宏央 都市整備部公園河川課主査 経済部観光課主査

主査級 渡邊　健 都市整備部公園河川課主査 都市整備部公園河川課技師

主査級 大水　俊彦 都市整備部公園河川課主査 企業局水道部下水道整備課主査

主査級 木村　伸一 都市整備部道路維持課主査 都市整備部都市政策課主査

主査級 鈴木　隆洋 都市整備部用地課主査 企業局水道部施設課主査

主査級 規矩地　大 都市整備部建築営繕課主査 都市整備部建築営繕課技師

主査級 蝦名　大介 浪岡振興部地域づくり振興課主査 税務部納税支援課主査

主査級 奥谷　雄大 浪岡振興部健康福祉課主査 浪岡振興部市民課主査

主査級 石澤　勇輔 浪岡振興部都市整備課主査 教育委員会事務局総務課主査

主査級 内田　幸範
市民病院医療技術局診療放射線部
主任診療放射線技師

市民病院医療技術局診療放射線部
診療放射線技師

主査級 千代谷　裕子
市民病院医療技術局臨床検査部主
任臨床検査技師

市民病院医療技術局臨床検査部臨
床検査技師

主査級 齋藤　晶彦
市民病院医療技術局臨床検査部主
任臨床検査技師

再任用

主査級 塩谷　大
市民病院医療技術局診療支援部主
査

市民病院医療技術局診療支援部言
語聴覚士

主査級 平野　望
市民病院医療技術局診療支援部主
任理学療法士

市民病院医療技術局診療支援部理
学療法士
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職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主査級 平川　百合子
市民病院医療技術局診療支援部主
任歯科衛生士

再任用

主査級 川浪　昭仁 市民病院事務局総務課主査
企画部付（青森地域広域事務組合
事務局総務課主査）

主査級 木村　千晶 市民病院事務局総務課主査 福祉部障がい者支援課主査

主査級 小倉　雅彦
市民病院事務局総務課主査兼保健
部青森市保健所感染症対策課主査

保健部青森市保健所保健予防課主
事兼保健部青森市保健所感染症対
策課主事

主査級 福士　紘輔 市民病院事務局総務課主査
保健部青森市保健所感染症対策課
主査

主査級 赤根　夏子 市民病院看護局主任看護師 市民病院看護局看護師

主査級 佐々木　理恵 市民病院看護局主任看護師 市民病院看護局看護師

主査級 太田　愛子 市民病院看護局主任看護師 市民病院看護局看護師

主査級 杉木　和恵 市民病院看護局主任看護師 再任用

主査級 佐藤　雅子 市民病院看護局主任看護師 再任用

主査級 竹村　加純
市民病院浪岡病院医療局主任薬剤
師

保健部青森市保健所保健予防課主
査

主査級 工藤　美佳
市民病院浪岡病院看護部主任看護
師

市民病院浪岡病院看護部看護師

主査級 阿部　ゆき 審査課主査 企画部財政課主査

主査級 葛西　絵里香 審査課主査 審査課主事

主査級 久保　拓哉 議会事務局へ出向させる 企画部財政課主査

主査級 熊谷　朗子 教育委員会事務局へ出向させる
企画部付（青森地域広域事務組合
事務局総務課主査）

主査級 北澤　綾子 教育委員会事務局へ出向させる 市民部市民協働推進課主事
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職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主査級 森山　宏 教育委員会事務局へ出向させる 環境部清掃管理課主査

主査級 東谷　由香 教育委員会事務局へ出向させる 福祉部高齢者支援課主査

主査級 髙坂　泰行 教育委員会事務局へ出向させる
保健部青森市保健所感染症対策課
主査

主査級 阿保　隆志 教育委員会事務局へ出向させる 都市整備部建築指導課主査

主査級 小鹿　史織 教育委員会事務局へ出向させる 審査課主査

主査級 太田　悟 教育委員会事務局へ出向させる 企業局水道部総務課主査

主査級 畠山　剛
選挙管理委員会事務局へ出向させ
る

総務部契約課主査兼保健部青森市
保健所感染症対策課主査

主査級 後藤　吏央 農業委員会事務局へ出向させる 企業局水道部上下水道課主査

主査級 小田桐　香織 企業局へ出向させる 総務部危機管理課主査

主査級 木立　野枝 企業局へ出向させる 総務部付

主査級 盛　将秀 企業局へ出向させる 企画部財政課主査

主査級 佐藤　智弥 企業局へ出向させる
企画部付（青森地域広域事務組合
事務局総務課主査）

主査級 横山　幸博 企業局へ出向させる
税務部納税支援課主査兼保健部青
森市保健所感染症対策課主査

主査級 西田　大寿 企業局へ出向させる
保健部青森市保健所健康づくり推
進課主査

主査級 石村　英俊 企業局へ出向させる 都市整備部道路建設課主査

主査級 齋藤　祐規 企業局へ出向させる 都市整備部道路建設課主査

主査級 武田　倫子 企業局へ出向させる 浪岡振興部健康福祉課主査
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職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主査級 才神　一美 企業局へ出向させる
市民病院がん診療推進室主査兼市
民病院事務局総務課主査

主査級 蒔苗　新一 辞職（3月31日付け）
総務部付（青森地域広域事務組合
中央消防署主査）

主査級 柿崎　壽一 辞職（3月31日付け）
総務部付（青森地域広域事務組合
東消防署横内分署二隊長）

主査級 石戸谷　浩弥 辞職（3月31日付け） 経済部経済政策課主査

主査級 堰野端　隆綱 辞職（3月31日付け） 浪岡振興部都市整備課主査

主査級 若松　歩 辞職（3月31日付け）
市民病院がん診療推進室主任看護
師兼市民病院看護局主任看護師

主査級 木村　有佐 辞職（3月31日付け） 市民病院看護局主任看護師

主査級 蝦名　信一 定年退職（3月31日付け）
総務部付（青森地域広域事務組合
消防本部通信指令課主査）

主査級 篠原　弘覚 定年退職（3月31日付け）
総務部付（青森地域広域事務組合
東消防署主査）

主査級 山内　孝 定年退職（3月31日付け）
総務部付（青森地域広域事務組合
東消防署浅虫分署一隊長）

主査級 大澤　知史 定年退職（3月31日付け）
総務部付（青森地域広域事務組合
東消防署筒井分署二隊長）

主査級 細川　豊 定年退職（3月31日付け）
総務部付（青森地域広域事務組合
浪岡消防署消防機械一係長）

主査級 山口　泰倫 定年退職（3月31日付け）
総務部付（青森地域広域事務組合
浪岡消防署救急二係長）

主査級 谷坂　康子 定年退職（3月31日付け） 福祉部子育て支援課主査

主査級 長牛　斉 定年退職（3月31日付け） 福祉部生活福祉二課主査

主査級 平川　百合子 定年退職（3月31日付け）
市民病院医療技術局診療支援部主
任歯科衛生士

主査級 佐藤　雅子 定年退職（3月31日付け） 市民病院看護局主任看護師
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主査級 清藤　悟 定年退職（3月31日付け）
市民病院浪岡病院医療局主任診療
放射線技師

一般職員 佐藤　有希菜 総務部人事課主事 福祉部福祉政策課主事

一般職員 今本　健也 総務部人事課主事 都市整備部道路維持課主事

一般職員 雪森　心平 総務部人事課主事
教育委員会事務局文化学習活動推
進課主事

一般職員 栁田　興慶 総務部管財課主事 経済部交流推進課主事

一般職員 久保　大輔 総務部管財課主事 経済部地域スポーツ課主事

一般職員 三浦　理大 総務部管財課主事
教育委員会事務局中央市民セン
ター主事

一般職員 佐藤　範行 総務部管財課主任技能技師 再任用

一般職員 外崎　一昭 総務部管財課主任技能技師 再任用

一般職員 石岡　侑子 総務部契約課主事
議会事務局総務課主事兼議会事務
局議事調査課主事

一般職員 佐藤　一樹 総務部付 企画部財政課主事

一般職員 横内　桃子 総務部付 企業局水道部営業課主事

一般職員 山舘　浩樹
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 阿部　将大
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 成田　裕治
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 佐藤　陽太
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 齋藤　大輔
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用
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一般職員 寺山　昂伸
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 木野田　貫太
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 阿保　玄篤
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 原子　凌
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 工藤　一真
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 大島　悠
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 前田　嵐士
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 村上　開
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 荒川　隼介
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 秋庭　健汰
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 小笠原　祐弥
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 吉﨑　悠斗
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 小松　翔一郎
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 山田　凜
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 張間　玲那
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 渡邊　優豪
総務部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

採用

一般職員 沼田　宏貴 企画部企画調整課主事 農業委員会事務局主事
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一般職員 遠嶋　麻美 企画部連携推進課主事 企画部企画調整課主事

一般職員 宍戸　浩起 企画部連携推進課主事 企画部企画調整課主事

一般職員 工藤　一樹 企画部財政課主事 企画部広報広聴課主事

一般職員 武井　明生 企画部財政課主事 経済部地域スポーツ課主事

一般職員 今　芳樹 企画部財政課主事 都市整備部都市政策課主事

一般職員 澁谷　惇 企画部財政課主事
教育委員会事務局文化学習活動推
進課主事

一般職員 吉田　光希 企画部広報広聴課主事 税務部納税支援課主事

一般職員 音喜多　咲子 企画部広報広聴課主事
教育委員会事務局中央市民セン
ター主事

一般職員 鳴海　加奈
企画部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

総務部人事課主事

一般職員 佐藤　直樹
企画部付（青森地域広域事務組合
へ派遣する）

経済部新ビジネス支援課主事

一般職員 山口　雄一郎 税務部納税支援課主事 総務部管財課主事

一般職員 今　遥香 税務部納税支援課主事 総務部付

一般職員 川内　光二 税務部納税支援課主事 福祉部生活福祉二課主事

一般職員 工藤　亘平 税務部納税支援課主事 農林水産部農業政策課主事

一般職員 葛西　彩花 税務部納税支援課主事 教育委員会事務局浪岡教育課主事

一般職員 鈴木　陵太郎 税務部納税支援課主事 採用

一般職員 相内　佳衣 税務部納税支援課主事 採用
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一般職員 木浪　悠翔 税務部納税支援課主事 採用

一般職員 稲葉　正考 税務部市民税課主事 企画部財政課主事

一般職員 泉　進太郎 税務部市民税課主事 採用

一般職員 鎌田　乃々子 税務部市民税課主事 採用

一般職員 岩谷　公太 税務部資産税課主事 採用

一般職員 阿保　慎二 税務部国保医療年金課主事 福祉部生活福祉二課主事

一般職員 蝦名　昇 税務部国保医療年金課主事
農林水産部中央卸売市場管理課主
事

一般職員 山谷　未侑 税務部国保医療年金課主事
浪岡振興部地域づくり振興課主事
兼保健部青森市保健所感染症対策
課主事

一般職員 鎌田　梨乃 税務部国保医療年金課主事 採用

一般職員 村上　朝陽 税務部国保医療年金課主事 採用

一般職員 塚本　賢 税務部国保医療年金課主事 採用

一般職員 泉　詩乃
税務部国保医療年金課保健師兼保
健部青森市保健所感染症対策課保
健師

保健部青森市保健所感染症対策課
保健師

一般職員 三澤　尚子 市民部市民協働推進課主事
保健部青森市保健所あおもり親子
はぐくみプラザ主事

一般職員 成田　涼花 市民部生活安心課主事 採用

一般職員 柿﨑　匡喜
市民部行政情報センター市民課主
事

市民部生活安心課主事

一般職員 大髙　理央
市民部行政情報センター市民課主
事

福祉部障がい者支援課主事

一般職員 畑中　捺都美
市民部行政情報センター市民課主
事

採用
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一般職員 山田　美結
市民部行政情報センター市民課主
事

採用

一般職員 渡辺　真生
市民部行政情報センター市民課主
事

採用

一般職員 小平　千香子 環境部環境政策課主事 税務部納税支援課主事

一般職員 瀧口　智之 環境部環境政策課技師
教育委員会事務局中央市民セン
ター技師

一般職員 赤坂　遼平 環境部環境政策課技師 企業局水道部横内浄水課技師

一般職員 八木橋　明華里 環境部清掃管理課主事 採用

一般職員 松谷　三厳 環境部清掃管理課主任技能技師
教育委員会沖館小学校主任技能技
師

一般職員 西沢　優依 福祉部福祉政策課主事
税務部資産税課主事兼保健部青森
市保健所感染症対策課主事

一般職員 小松　飛響 福祉部福祉政策課主事 経済部観光課主事

一般職員 船橋　隆一 福祉部福祉政策課主事 会計課主事

一般職員 石山　陽佑 福祉部指導監査課主事 市民病院事務局総務課主事

一般職員 後藤　瑠奈 福祉部障がい者支援課主事 税務部納税支援課主事

一般職員 三津谷　友香 福祉部障がい者支援課主事
経済部地域スポーツ課主事兼保健
部青森市保健所感染症対策課主事

一般職員 渡邉　彩乃 福祉部障がい者支援課主事 採用

一般職員 松田　康平 福祉部障がい者支援課主事 採用

一般職員 佐藤　萌 福祉部子育て支援課主事
市民部行政情報センター市民課主
事兼保健部青森市保健所生活衛生
課主事

一般職員 古川　怜 福祉部子育て支援課主事
福祉部介護保険課主事兼保健部青
森市保健所感染症対策課主事
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一般職員 山上　紗季 福祉部子育て支援課主事 教育委員会事務局学務課主事

一般職員 吉田　理英 福祉部子育て支援課主事 採用

一般職員 小川　竜也 福祉部子育て支援課主事 採用

一般職員 中林　綾美 福祉部介護保険課主事 税務部納税支援課主事

一般職員 蝦名　凌太 福祉部介護保険課主事 採用

一般職員 浅利　茉央 福祉部介護保険課主事 採用

一般職員 山口　美羽 福祉部高齢者支援課主事 採用

一般職員 大水　俊和 福祉部生活福祉二課主事 企画部財政課主事

一般職員 中畑　元汰 福祉部生活福祉二課主事 税務部納税支援課主事

一般職員 篠原　敬輔 福祉部生活福祉二課主事 税務部市民税課主事

一般職員 清藤　亮
福祉部生活福祉二課主事兼保健部
青森市保健所感染症対策課主事

環境部環境政策課主事兼保健部青
森市保健所感染症対策課主事

一般職員 伊東　勇真 福祉部生活福祉二課主事 都市整備部道路維持課主事

一般職員 成田　有輝 福祉部生活福祉二課主事 浪岡振興部総務課主事

一般職員 長内　朝飛 福祉部生活福祉二課主事
教育委員会事務局中央市民セン
ター主事

一般職員 工藤　直樹 福祉部生活福祉二課主事 教育委員会事務局文化遺産課主事

一般職員 渡邊　さつき 福祉部生活福祉二課主事 教育委員会事務局市民図書館主事

一般職員 蝦名　克哉 福祉部生活福祉二課主事 採用
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一般職員 花田　陸也 福祉部生活福祉二課主事 採用

一般職員 平山　有太 福祉部生活福祉二課主事 採用

一般職員 吉田　寛人 福祉部生活福祉二課主事 採用

一般職員 佐藤　周平 福祉部生活福祉二課主事 採用

一般職員 阿部　優翔
保健部青森市保健所保健予防課主
事

環境部清掃管理課主事

一般職員 工藤　真弓
保健部青森市保健所保健予防課主
事

福祉部障がい者支援課主事

一般職員 須藤　泰史
保健部青森市保健所保健予防課主
事

福祉部介護保険課主事

一般職員 中村　美波
保健部青森市保健所保健予防課主
事

教育委員会事務局総務課主事

一般職員 越前　菜都実
保健部青森市保健所保健予防課薬
剤師

保健部青森市保健所生活衛生課薬
剤師

一般職員 山田　記央
保健部青森市保健所保健予防課保
健師兼保健部青森市保健所感染症
対策課保健師

保健部青森市保健所感染症対策課
保健師

一般職員 赤平　麻菜
保健部青森市保健所感染症対策課
保健師

保健部青森市保健所あおもり親子
はぐくみプラザ保健師

一般職員 岩川　沙織
保健部青森市保健所感染症対策課
保健師

採用

一般職員 淀野　啓吾
保健部青森市保健所生活衛生課薬
剤師

市民病院医療技術局薬剤部薬剤師

一般職員 小堀　修嗣
保健部青森市保健所健康づくり推
進課主事

農林水産部農地林務課主事兼保健
部青森市保健所感染症対策課主事

一般職員 栁舘　賢志
保健部青森市保健所健康づくり推
進課保健師

採用

一般職員 谷　渉平
保健部青森市保健所あおもり親子
はぐくみプラザ主事

税務部納税支援課主事

一般職員 猪股　来夢
保健部青森市保健所あおもり親子
はぐくみプラザ主事

市民部行政情報センター市民課主
事兼保健部青森市保健所生活衛生
課主事
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一般職員 藤原　英里子
保健部青森市保健所あおもり親子
はぐくみプラザ主事

採用

一般職員 小山内　雛子
保健部青森市保健所あおもり親子
はぐくみプラザ保健師兼保健部青
森市保健所感染症対策課保健師

保健部青森市保健所感染症対策課
保健師

一般職員 木下　由美
保健部青森市保健所あおもり親子
はぐくみプラザ保健師

保健部青森市保健所感染症対策課
保健師

一般職員 大久保　東佳
保健部青森市保健所あおもり親子
はぐくみプラザ保健師兼保健部青
森市保健所感染症対策課保健師

保健部青森市保健所感染症対策課
保健師

一般職員 鈴木　里子
保健部青森市保健所あおもり親子
はぐくみプラザ保健師

保健部青森市保健所健康づくり推
進課保健師兼保健部青森市保健所
感染症対策課保健師

一般職員 鶴宮　さくら
保健部青森市保健所あおもり親子
はぐくみプラザ保健師

採用

一般職員 森　恵美 経済部経済政策課主事 福祉部障がい者支援課主事

一般職員 藤田　裕弥 経済部経済政策課主事 福祉部生活福祉二課主事

一般職員 乗田　俊 経済部経済政策課主事

経済部経済政策課主事兼企画部広
報広聴課主事兼経済部新ビジネス
支援課主事兼経済部観光課主事兼
経済部交流推進課主事兼農林水産
部あおもり産品支援課主事

一般職員 熊谷　彬人 経済部新ビジネス支援課主事 福祉部生活福祉二課主事

一般職員 鈴木　雅俊 経済部交流推進課主事 福祉部障がい者支援課主事

一般職員 中野　凌 経済部交流推進課主事
保健部青森市保健所保健予防課主
事

一般職員 石田　大輝 経済部交流推進課主事 採用

一般職員 大栁　総一朗 経済部地域スポーツ課主事 税務部市民税課主事

一般職員 古山　聖華 経済部地域スポーツ課主事 農林水産部農業政策課主事

一般職員 甲地　真愛
経済部国スポ・障スポ大会推進課
主事

税務部国保医療年金課主事

一般職員 川浪　駿人
経済部国スポ・障スポ大会推進課
主事

福祉部子育て支援課主事
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一般職員 吉田　樹
経済部国スポ・障スポ大会推進課
主事

福祉部生活福祉二課主事

一般職員 片谷　真実
経済部国スポ・障スポ大会推進課
主事

経済部地域スポーツ課主事

一般職員 松岡　秀 農林水産部農業政策課主事 税務部市民税課主事

一般職員 髙山　大貴 農林水産部農業政策課主事 福祉部生活福祉二課主事

一般職員 森内　晴也 農林水産部農業政策課技師
農林水産部農業政策課技師兼企画
部企画調整課技師

一般職員 嘉門　悠
農林水産部あおもり産品支援課主
事

企画部広報広聴課主事

一般職員 奈良　洲都 農林水産部農地林務課主事 福祉部生活福祉二課主事

一般職員 片山　剛弘
農林水産部水産振興センター主任
技能技師

環境部清掃管理課主任技能技師

一般職員 竹谷　駿太 都市整備部都市政策課主事 福祉部生活福祉二課主事

一般職員 五戸　瑞希 都市整備部住宅まちづくり課主事 税務部資産税課主事

一般職員 工藤　健 都市整備部公園河川課技師 企業局水道部給排水課技師

一般職員 白戸　由聖 都市整備部公園河川課技師 採用

一般職員 澤谷　範弘
都市整備部公園河川課主任技能技
師

再任用

一般職員 力石　尚人 都市整備部道路建設課技師 企業局水道部上水道整備課技師

一般職員 古川　優登 都市整備部道路建設課技師 採用

一般職員 小山内　崇起 都市整備部道路維持課主事
企画部財政課主事兼保健部青森市
保健所感染症対策課主事

一般職員 中田　睦希 都市整備部道路維持課主事 福祉部介護保険課主事
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一般職員 織田　惣介 都市整備部道路維持課主事 市民病院事務局総務課主事

一般職員 斉藤　良徳
都市整備部道路維持課主任技能技
師

総務部管財課主任技能技師

一般職員 小田垣　勇志 都市整備部建築営繕課技師 都市整備部建築指導課技師

一般職員 吉﨑　正洋 都市整備部建築営繕課技師 企業局水道部堤川浄水課技師

一般職員 川口　健太 都市整備部建築営繕課技師 採用

一般職員 有馬　理沙 浪岡振興部総務課主事 税務部国保医療年金課主事

一般職員 高山　萌子 浪岡振興部総務課主事
市民部行政情報センター市民課主
事兼保健部青森市保健所生活衛生
課主事

一般職員 山内　尚樹 浪岡振興部市民課主事 福祉部生活福祉二課主事

一般職員 津川　静 浪岡振興部地域づくり振興課主事 福祉部生活福祉二課主事

一般職員 平野　里衣 浪岡振興部健康福祉課主事
浪岡振興部納税支援課主事兼会計
課主事

一般職員 木村　晃 浪岡振興部都市整備課技師 都市整備部用地課技師

一般職員 石田　航
市民病院医療局糖尿病・内分泌内
科医師

採用

一般職員 工藤　怜子 市民病院医療局麻酔科医師 採用

一般職員 山村　絢哉 市民病院医療技術局薬剤部薬剤師 市民病院浪岡病院医療局薬剤師

一般職員 佐藤　貴紀 市民病院医療技術局薬剤部薬剤師 採用

一般職員 山田　美空
市民病院医療技術局診療放射線部
診療放射線技師

採用

一般職員 淺利　和宏
市民病院医療技術局診療支援部栄
養士

保健部青森市保健所健康づくり推
進課栄養士
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一般職員 佐藤　愛美
市民病院医療技術局診療支援部栄
養士

採用

一般職員 鳴海　望
市民病院医療技術局診療支援部栄
養士

採用

一般職員 新谷　岳也
市民病院医療技術局診療支援部理
学療法士

採用

一般職員 小山　宏次郎 市民病院事務局総務課主事 総務部総務課主事

一般職員 金田一　翔平 市民病院事務局総務課主事
教育委員会事務局中央市民セン
ター主事

一般職員 佐藤　牧子 市民病院看護局看護師 市民病院浪岡病院看護部看護師

一般職員 外﨑　はるみ 市民病院看護局看護師 再任用

一般職員 溝江　優子 市民病院看護局看護師 再任用

一般職員 外崎　太佳子 市民病院看護局看護師 再任用

一般職員 松山　恵子 市民病院看護局看護師 再任用

一般職員 千葉　千景 市民病院看護局看護師 再任用

一般職員 佐藤　眞由美 市民病院看護局看護師 再任用

一般職員 淺利　留美子 市民病院看護局看護師 採用

一般職員 須藤　薫 市民病院看護局看護師 採用

一般職員 渋谷　歌奈美 市民病院看護局看護師 採用

一般職員 伊藤　宗倫 市民病院看護局看護師 採用

一般職員 須郷　史峰子 市民病院看護局看護師 採用
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一般職員 成田　翼 市民病院看護局看護師 採用

一般職員 平川　芽美 市民病院看護局看護師 採用

一般職員 秋田谷　彩乃 市民病院看護局看護師 採用

一般職員 宇野　はるみ 市民病院浪岡病院看護部看護師 再任用

一般職員 長谷川　雅子 市民病院浪岡病院看護部看護師 再任用

一般職員 太田　愛 市民病院浪岡病院看護部看護師 採用

一般職員 笹田　翔 市民病院浪岡病院事務局主事 税務部市民税課主事

一般職員 舘田　怜奈 会計課主事 都市整備部都市政策課主事

一般職員 須藤　あすか 議会事務局へ出向させる
市民部生活安心課主事兼保健部青
森市保健所感染症対策課主事

一般職員 近藤　歩 教育委員会事務局へ出向させる 総務部総務課主事

一般職員 神　実李 教育委員会事務局へ出向させる 税務部国保医療年金課主事

一般職員 上野　恵久 教育委員会事務局へ出向させる
市民部行政情報センター市民課主
事

一般職員 小野　夏実 教育委員会事務局へ出向させる 福祉部子育て支援課主事

一般職員 荒田　翼 教育委員会事務局へ出向させる 福祉部介護保険課主事

一般職員 大出　龍典 教育委員会事務局へ出向させる 都市整備部建築営繕課技師

一般職員 小野寺　一歴 教育委員会事務局へ出向させる 選挙管理委員会事務局主事

一般職員 青山　隆 教育委員会事務局へ出向させる 企業局水道部上下水道課主事
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一般職員 白取　史也 教育委員会事務局へ出向させる 採用

一般職員 鈴木　亜悠 教育委員会事務局へ出向させる 採用

一般職員 奈良　真友子 農業委員会事務局へ出向させる 税務部納税支援課主事

一般職員 前田　泰仁 農業委員会事務局へ出向させる 福祉部生活福祉二課主事

一般職員 金谷　麻美 農業委員会事務局へ出向させる 浪岡振興部総務課主事

一般職員 菅井　俊輔 企業局へ出向させる 総務部付

一般職員 中村　仁美 企業局へ出向させる 税務部納税支援課主事

一般職員 斎藤　尋斗 企業局へ出向させる 農林水産部農地林務課技師

一般職員 葛西　広大 企業局へ出向させる 都市整備部公園河川課技師

一般職員 長﨑　俊樹 企業局へ出向させる 都市整備部建築営繕課技師

一般職員 澤田　貴史 企業局へ出向させる 採用

一般職員 森屋　匡祐 企業局へ出向させる 採用

一般職員 佐藤　涼 企業局へ出向させる 採用

一般職員 岸田　総司 企業局へ出向させる 採用

一般職員 齊藤　翔大 企業局へ出向させる 採用

一般職員 小笠原　航太 企業局へ出向させる 採用

一般職員 中村　太一 企業局へ出向させる 採用
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一般職員 山中　琥太郎 企業局へ出向させる 採用

一般職員 新山　公平 辞職（3月31日付け）
総務部付（青森地域広域事務組合
消防本部通信指令課副主任）

一般職員 竹内　孝治 辞職（3月31日付け）
総務部付（青森地域広域事務組合
東消防署副主任）

一般職員 風穴　愛乃 辞職（3月31日付け）
総務部付（青森地域広域事務組合
浪岡消防署係員）

一般職員 上伊南　彩佳 辞職（3月31日付け） 福祉部障がい者支援課主事

一般職員 山内　敬介 辞職（3月31日付け） 福祉部子育て支援課主事

一般職員 田浦　木乃美 辞職（3月31日付け）
保健部青森市保健所感染症対策課
保健師

一般職員 佐藤　菜々子 辞職（3月31日付け）
保健部青森市保健所あおもり親子
はぐくみプラザ保健師

一般職員 飯田　直樹 辞職（3月31日付け） 都市整備部建築営繕課技師

一般職員 黄　星子 辞職（3月31日付け）
市民病院医療局糖尿病・内分泌内
科医師

一般職員 田中　啓幹 辞職（3月31日付け） 市民病院医療局小児科医師

一般職員 浦田　風 辞職（3月31日付け） 市民病院医療局外科医師

一般職員 野村　優 辞職（3月31日付け） 市民病院医療局脳神経外科医師

一般職員 八尾　祥吾 辞職（3月31日付け） 市民病院医療局皮膚科医師

一般職員 四ツ栁　涼子 辞職（3月31日付け）
市民病院医療局耳鼻いんこう科医
師

一般職員 平井　直樹 辞職（3月31日付け） 市民病院医療局麻酔科医師

一般職員 舛谷　友希 辞職（3月31日付け）
市民病院医療技術局診療支援部栄
養士
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職位名 職員氏名 発令事項 現所属

一般職員 鎌田　智恵 辞職（3月31日付け） 市民病院看護局看護師

一般職員 小野　由美子 辞職（3月31日付け） 市民病院看護局看護師

一般職員 折舘　裕子 辞職（3月31日付け） 市民病院看護局看護師

一般職員 山内　美由紀 辞職（3月31日付け） 市民病院看護局看護師

一般職員 山田　実咲 辞職（3月31日付け） 市民病院看護局看護師

一般職員 小田桐　光 辞職（3月31日付け） 市民病院看護局看護師

一般職員 齋藤　梨歩 辞職（3月31日付け） 市民病院看護局看護師

一般職員 松谷　昭弘 定年退職（3月31日付け）
総務部付（青森地域広域事務組合
東消防署主任）

一般職員 千葉　千景 定年退職（3月31日付け） 市民病院看護局看護師

一般職員 佐藤　眞由美 定年退職（3月31日付け） 市民病院看護局看護師

一般職員 葛西　千秋 総務部総務課専任員 再任用

一般職員 貝森　敦子 総務部人事課専任員 再任用

一般職員 浦田　浩美
総務部人事課専任員兼福祉部障が
い者支援課専任員兼経済部経済政
策課専任員

再任用

一般職員 木立　広幸 総務部管財課専任員 再任用

一般職員 小林　雅憲 総務部管財課専任員 再任用

一般職員 八戸　認 総務部契約課専任員 再任用

一般職員 藤田　孝一 総務部契約課専任員 再任用
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一般職員 長井　道隆 総務部契約課専任員 再任用

一般職員 髙村　功輝 総務部契約課専任員 再任用

一般職員 佐々木　秀文 企画部競輪事業所専任員 再任用

一般職員 太田　年紀 税務部納税支援課専任員 再任用

一般職員 木浪　龍太 市民部生活安心課専任員 再任用

一般職員 荒内　隆浩 市民部生活安心課専任員 再任用

一般職員 梅田　喜次 市民部生活安心課専任員 再任用

一般職員 三浦　裕子 市民部生活安心課専任員 再任用

一般職員 福井　直文 市民部生活安心課専任員 再任用

一般職員 木立　顕
市民部行政情報センター市民課専
任員

再任用

一般職員 對馬　修治
市民部行政情報センター市民課専
任員

再任用

一般職員 白鳥　篤
市民部行政情報センター市民課専
任員

再任用

一般職員 多田　弘仁
市民部行政情報センター市民課専
任員

再任用

一般職員 藤田　智
市民部行政情報センター市民課専
任員

再任用

一般職員 奈良　秀樹
市民部行政情報センター市民課専
任員

再任用

一般職員 石岡　尊広
市民部行政情報センター市民課専
任員

再任用

一般職員 工藤　雅仁
市民部行政情報センター市民課専
任員

再任用
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一般職員 田中　聡子
市民部行政情報センター市民課専
任員

再任用

一般職員 渡邊　薫
市民部行政情報センター市民課専
任員

再任用

一般職員 伊瀬谷　勝
市民部行政情報センター市民課専
任員

再任用

一般職員 白取　愼也
市民部行政情報センター市民課専
任員

再任用

一般職員 谷坂　康子
市民部行政情報センター市民課専
任員

再任用

一般職員 舘田　一弥 環境部環境政策課専任員 再任用

一般職員 熊谷　誠 環境部廃棄物対策課専任員 再任用

一般職員 竹内　芳 環境部廃棄物対策課専任員 再任用

一般職員 村本　道則 福祉部障がい者支援課専任員 再任用

一般職員 野戸谷　孝 福祉部生活福祉一課専任員 再任用

一般職員 伊藤　政樹 福祉部生活福祉二課専任員 再任用

一般職員 花田　清志 福祉部生活福祉二課専任員 再任用

一般職員 田名辺　章子 福祉部生活福祉二課専任員 再任用

一般職員 廣津　明男
保健部青森市保健所生活衛生課専
任員

再任用

一般職員 大澤　真理子
保健部青森市保健所健康づくり推
進課専任員

再任用

一般職員 浅利　剛彦
農林水産部中央卸売市場管理課専
任員

再任用

一般職員 髙橋　英範
農林水産部中央卸売市場管理課専
任員

再任用
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一般職員 蝦名　幸悦
都市整備部住宅まちづくり課専任
員

再任用

一般職員 澤谷　泰樹
都市整備部住宅まちづくり課専任
員

再任用

一般職員 永澤　治 都市整備部建築指導課専任員 再任用

一般職員 成田　誠悦 都市整備部公園河川課専任員 再任用

一般職員 田中　一善 都市整備部公園河川課専任員 再任用

一般職員 木村　俊二 都市整備部公園河川課専任員 再任用

一般職員 芳賀　明子 浪岡振興部総務課専任員 再任用

一般職員 宮地　恵久子 浪岡振興部市民課専任員 再任用

一般職員 田澤　知香子 浪岡振興部市民課専任員 再任用

一般職員 櫛引　顕芳
浪岡振興部地域づくり振興課専任
員

再任用

一般職員 山内　秀範
浪岡振興部地域づくり振興課専任
員

再任用

一般職員 兼平　慶治 浪岡振興部都市整備課専任員 再任用

一般職員 金枝　るり子 浪岡振興部都市整備課専任員 再任用

一般職員 一戸　雅子 市民病院高等看護学院専任員 再任用

一般職員 小形　麻理 市民病院高等看護学院専任員 再任用
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職位名 職員氏名 発令事項 現所属

部長級 奥﨑　文昭 事務局長
企画部理事（青森地域広域事務組
合事務局長）

部長級 齋藤　賢剛 市長事務部局へ出向させる 事務局長

次長級 佐々木　正幸 事務局次長総務課長事務取扱 総務部危機管理課長

次長級 遠嶋　祥剛 市長事務部局へ出向させる 事務局次長総務課長事務取扱

主幹級 溝江　摩紀 事務局総務課主幹 監査委員事務局主幹

主幹級 風晴　英樹 事務局議事調査課主幹 市民病院事務局総務課主幹

主幹級 富岡　俊一 市長事務部局へ出向させる 事務局総務課主幹

主幹級 吹田　匠 市長事務部局へ出向させる 事務局議事調査課主幹

主幹級 猪口　茂樹 市長事務部局へ出向させる 事務局議事調査課主査

主査級 久保　拓哉 事務局議事調査課主査 企画部財政課主査

主査級 北山　賢臣 事務局議事調査課主査 事務局議事調査課主事

一般職員 須藤　あすか 事務局総務課主事
市民部生活安心課主事兼保健部青
森市保健所感染症対策課主事

一般職員 石岡　侑子 市長事務部局へ出向させる
事務局総務課主事兼議事調査課主
事
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職位名 職員氏名 発令事項 現所属

次長級 武井　秀雄 教育委員会事務局教育次長 教育委員会事務局学務課長

次長級 大久保　綾子 市長事務部局へ出向させる 教育委員会事務局教育次長

次長級 石村　淳 市長事務部局へ出向させる 教育委員会事務局浪岡教育課長

次長級 葛西　俊一 定年退職（3月31日付け）
教育委員会事務局参事文化遺産課
長事務取扱

課長級 淋代　充子 教育委員会事務局総務課副参事 総務部人事課主幹

課長級 東條　英哲
教育委員会事務局文化学習活動推
進課長

企画部企画調整課広域連携推進室
長

課長級 鈴木　謙一郎 教育委員会事務局文化遺産課長 教育委員会事務局総務課副参事

課長級 角田　毅 教育委員会事務局学務課長
教育委員会事務局指導課長兼教育
研修センター所長

課長級 柴田　幸一
教育委員会事務局学務課副参事兼
管理主事兼文化学習活動推進課副
参事

採用

課長級 後藤　孝範
教育委員会事務局指導課長兼教育
研修センター所長

教育委員会事務局指導課副参事兼
文化学習活動推進課副参事

課長級 工藤　将大
教育委員会事務局指導課副参事兼
文化学習活動推進課副参事

教育委員会事務局指導課副参事兼
教育支援室長

課長級 山下　征子
教育委員会事務局指導課副参事兼
教育支援室長

採用

課長級 福原　崇 教育委員会事務局浪岡教育課長 総務部管財課副参事

課長級 今村　剛志 市長事務部局へ出向させる 教育委員会事務局総務課主幹

課長級 大友　啓文 辞職（3月31日付け）
教育委員会事務局学務課副参事兼
管理主事兼文化学習活動推進課副
参事

課長級 杉山　潔 定年退職（3月31日付け）
教育委員会事務局文化学習活動推
進課長

主幹級 葵　卓 教育委員会事務局総務課主幹 経済部新ビジネス支援課主幹
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職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主幹級 中畑　啓子 教育委員会事務局総務課主幹 教育委員会事務局総務課主査

主幹級 植村　圭介 教育委員会事務局総務課主幹 監査委員事務局主幹

主幹級 堀内　孝悦
教育委員会事務局文化学習活動推
進課主幹

企画部秘書課主幹

主幹級 山本　浩靖 教育委員会事務局市民図書館主幹 再任用

主幹級 伊藤　慶尚 教育委員会事務局市民図書館主幹 再任用

主幹級 山田　誠志 教育委員会事務局学校給食課主幹
農林水産部あおもり産品支援課主
幹

主幹級 中村　篤
教育委員会事務局学校給食課中学
校給食センター所長

教育委員会事務局浪岡教育課主幹

主幹級 倉内　彩子 教育委員会事務局指導課主幹
市民部行政情報センター市民課主
幹

主幹級 横山　清之
教育委員会事務局指導課主幹兼主
任指導主事

教育委員会事務局学務課主査兼指
導主事

主幹級 福井　正治
教育委員会事務局指導課主幹兼主
任指導主事

教育委員会事務局指導課主査兼指
導主事

主幹級 小笠原　敦司 教育委員会事務局浪岡教育課主幹 教育委員会事務局指導課主幹

主幹級 楠美　泰彦 市長事務部局へ出向させる 教育委員会事務局総務課主幹

主幹級 和田　康裕 市長事務部局へ出向させる 教育委員会事務局総務課主幹

主幹級 葛西　真司 市長事務部局へ出向させる
教育委員会事務局文化学習活動推
進課主幹

主幹級 蠣崎　正大 市長事務部局へ出向させる 教育委員会事務局学校給食課主幹

主幹級 古舘　円 市長事務部局へ出向させる
教育委員会事務局学校給食課中学
校給食センター所長

主幹級 村上　英夫 辞職（3月31日付け）
教育委員会事務局指導課主幹兼主
任指導主事
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主幹級 齊藤　忠 辞職（3月31日付け）
教育委員会事務局指導課主幹兼主
任指導主事

主査級 小鹿　史織 教育委員会事務局総務課主査 審査課主査

主査級 太田　悟 教育委員会事務局総務課主査 企業局水道部総務課主査

主査級 髙坂　泰行
教育委員会事務局文化学習活動推
進課主査

保健部青森市保健所感染症対策課
主査

主査級 森山　宏
教育委員会事務局中央市民セン
ター主査

環境部清掃管理課主査

主査級 田村　慎哉
教育委員会事務局中央市民セン
ター主査

教育委員会事務局中央市民セン
ター技師

主査級 菊池　祥子
教育委員会事務局中央市民セン
ター主査

教育委員会事務局学務課主査

主査級 長内　真由美
教育委員会事務局中央市民セン
ター主査

教育委員会事務局学務課主事

主査級 熊谷　朗子 教育委員会事務局文化遺産課主査
企画部付（青森地域広域事務組合
事務局総務課主査）

主査級 北澤　綾子 教育委員会事務局学務課主査 市民部市民協働推進課主事

主査級 東谷　由香 教育委員会事務局学務課主査 福祉部高齢者支援課主査

主査級 松本　幸平
教育委員会事務局学務課主査兼指
導主事

採用

主査級 阿保　隆志 教育委員会事務局学校給食課主査 都市整備部建築指導課主査

主査級 戎　未来 教育委員会事務局指導課主査
教育委員会事務局市民図書館主任
司書

主査級 太田　詔子 教育委員会事務局指導課主査 教育委員会事務局指導課主事

主査級 木村　健司
教育委員会事務局指導課主査兼指
導主事

採用

主査級 土崎　純子
教育委員会事務局指導課主査兼指
導主事

採用
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主査級 石久保　美喜
教育委員会事務局指導課主査兼指
導主事

採用

主査級 古澤　順子
教育委員会事務局指導課主査兼指
導主事

採用

主査級 齊藤　寛和 教育委員会事務局浪岡教育課主査
教育委員会事務局文化学習活動推
進課主査

主査級 石澤　勇輔 市長事務部局へ出向させる 教育委員会事務局総務課主査

主査級 村上　和明 市長事務部局へ出向させる
教育委員会事務局中央市民セン
ター主査

主査級 蝦名　康代 市長事務部局へ出向させる 教育委員会事務局学務課主査

主査級 齋藤　牧子 市長事務部局へ出向させる 教育委員会事務局学校給食課主査

主査級 山上　研一 市長事務部局へ出向させる 教育委員会事務局浪岡教育課主査

主査級 久慈　木代奈 辞職（3月31日付け）
教育委員会事務局指導課主査兼指
導主事

主査級 安部　慎也 辞職（3月31日付け）
教育委員会事務局指導課主査兼指
導主事兼教育委員会事務局総務課
主査

主査級 長谷川　紘一 辞職（3月31日付け）
教育委員会事務局指導課主査兼指
導主事

一般職員 小野　夏実 教育委員会事務局総務課主事 福祉部子育て支援課主事

一般職員 大出　龍典 教育委員会事務局総務課技師 都市整備部建築営繕課技師

一般職員 神　実李
教育委員会事務局文化学習活動推
進課主事

税務部国保医療年金課主事

一般職員 荒田　翼
教育委員会事務局文化学習活動推
進課主事

福祉部介護保険課主事

一般職員 白取　史也
教育委員会事務局文化学習活動推
進課主事

採用

一般職員 米谷　玲奈
教育委員会事務局中央市民セン
ター主事

教育委員会事務局文化学習活動推
進課主事
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教育委員会事務局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

一般職員 小野寺　一歴
教育委員会事務局中央市民セン
ター主事

選挙管理委員会事務局主事

一般職員 上野　恵久 教育委員会事務局市民図書館主事
市民部行政情報センター市民課主
事

一般職員 近藤　歩 教育委員会事務局学務課主事 総務部総務課主事

一般職員 青山　隆 教育委員会事務局学務課主事 企業局水道部上下水道課主事

一般職員 秋元　憲一
教育委員会事務局学校給食課主任
技能主事

教育委員会合浦小学校主任技能主
事

一般職員 鈴木　亜悠 教育委員会事務局浪岡教育課主事 採用

一般職員 太田　伸廣
教育委員会造道小学校主任技能技
師

教育委員会造道小学校技能技師

一般職員 馬場　大輔
教育委員会浪打小学校主任技能主
事

教育委員会事務局学校給食課主任
技能主事

一般職員 成田　美沙 教育委員会佃小学校主任技能主事 教育委員会佃小学校技能主事

一般職員 江戸　知美
教育委員会合浦小学校主任技能主
事

教育委員会浪打小学校主任技能主
事

一般職員 志田　大
教育委員会合浦小学校主任技能主
事

教育委員会新城中央小学校主任技
能主事

一般職員 笹井　久 教育委員会堤小学校主任技能主事 教育委員会浦町小学校技能主事

一般職員 小山　愛
教育委員会橋本小学校主任技能技
師

教育委員会筒井小学校技能技師

一般職員 宮崎　智次
教育委員会浦町小学校主任技能主
事

教育委員会三内西小学校主任技能
主事

一般職員 吉田　康則
教育委員会古川小学校主任技能技
師

教育委員会横内中学校主任技能技
師

一般職員 舘田　唯資
教育委員会古川小学校主任技能主
事

教育委員会三内西小学校主任技能
主事

一般職員 小野　恵一
教育委員会三内小学校主任技能技
師

教育委員会大野小学校技能技師
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教育委員会事務局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

一般職員 今　美智子 教育委員会金沢小学校技能主事 教育委員会浦町中学校技能主事

一般職員 金　伸一
教育委員会沖館小学校主任技能主
事

教育委員会新城小学校主任技能主
事

一般職員 金澤　隆史
教育委員会沖館小学校主任技能主
事

教育委員会東陽小学校主任技能主
事

一般職員 中平　悟
教育委員会原別小学校主任技能技
師

教育委員会橋本小学校主任技能技
師

一般職員 小田　明
教育委員会筒井小学校主任技能技
師

教育委員会沖館小学校主任技能技
師

一般職員 鎌田　敏正
教育委員会横内小学校主任技能主
事

教育委員会金沢小学校主任技能主
事

一般職員 奥谷　信一
教育委員会野内小学校主任技能主
事

再任用

一般職員 岡﨑　淳
教育委員会小柳小学校主任技能主
事

教育委員会造道中学校主任技能主
事

一般職員 中山　貴行
教育委員会大野小学校主任技能技
師

教育委員会原別小学校主任技能技
師

一般職員 對馬　和榮
教育委員会筒井南小学校主任技能
技師

教育委員会三内小学校主任技能技
師

一般職員 菊池　孝輔
教育委員会新城中央小学校主任技
能主事

教育委員会新城中学校主任技能主
事

一般職員 工藤　厚志 教育委員会東陽小学校技能主事 教育委員会古川小学校技能主事

一般職員 今泉　清
教育委員会浪打中学校主任技能主
事

教育委員会三内西小学校主任技能
主事

一般職員 斉藤　英樹 教育委員会佃中学校技能主事 教育委員会小柳小学校技能主事

一般職員 成田　孝一 教育委員会沖館中学校技能主事 教育委員会横内小学校技能主事

一般職員 阿部　俊一
教育委員会油川中学校主任技能主
事

教育委員会沖館中学校主任技能主
事

一般職員 小笠原　秀樹
教育委員会横内中学校主任技能主
事

教育委員会合浦小学校主任技能主
事
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教育委員会事務局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

一般職員 川井　明秀
教育委員会新城中学校主任技能主
事

教育委員会古川小学校主任技能主
事

一般職員 千島　健
教育委員会造道中学校主任技能主
事

教育委員会佃中学校主任技能主事

一般職員 岡田　哲也
教育委員会三内中学校主任技能主
事

教育委員会三内中学校技能主事

一般職員 中村　美波 市長事務部局へ出向させる 教育委員会事務局総務課主事

一般職員 澁谷　惇 市長事務部局へ出向させる
教育委員会事務局文化学習活動推
進課主事

一般職員 雪森　心平 市長事務部局へ出向させる
教育委員会事務局文化学習活動推
進課主事

一般職員 音喜多　咲子 市長事務部局へ出向させる
教育委員会事務局中央市民セン
ター主事

一般職員 三浦　理大 市長事務部局へ出向させる
教育委員会事務局中央市民セン
ター主事

一般職員 金田一　翔平 市長事務部局へ出向させる
教育委員会事務局中央市民セン
ター主事

一般職員 長内　朝飛 市長事務部局へ出向させる
教育委員会事務局中央市民セン
ター主事

一般職員 瀧口　智之 市長事務部局へ出向させる
教育委員会事務局中央市民セン
ター技師

一般職員 工藤　直樹 市長事務部局へ出向させる 教育委員会事務局文化遺産課主事

一般職員 渡邊　さつき 市長事務部局へ出向させる 教育委員会事務局市民図書館主事

一般職員 山上　紗季 市長事務部局へ出向させる 教育委員会事務局学務課主事

一般職員 葛西　彩花 市長事務部局へ出向させる 教育委員会事務局浪岡教育課主事

一般職員 松谷　三厳 市長事務部局へ出向させる
教育委員会沖館小学校主任技能技
師

一般職員 葛西　瑠子 辞職（3月31日付け） 教育委員会事務局総務課主事
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教育委員会事務局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

一般職員 須藤　光春 教育委員会事務局総務課専任員 再任用

一般職員 西澤　哲司
教育委員会事務局中央市民セン
ター専任員

再任用

一般職員 坪　文博
教育委員会荒川中学校専任員兼荒
川小学校専任員

再任用

一般職員 川村　智義 教育委員会三内中学校専任員 再任用
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選挙管理委員会事務局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

部長級 齋藤　賢剛 事務局長 議会事務局長

部長級 山谷　直大 市長事務部局へ出向させる 事務局長

主査級 畠山　剛 事務局主査
総務部契約課主査兼保健部青森市
保健所感染症対策課主査

主査級 中村　豪佑 市長事務部局へ出向させる 事務局主査

一般職員 小野寺　一歴 市長事務部局へ出向させる 事務局主事
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監査委員事務局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

部長級 加福　理美子 事務局長 市民部長

部長級 太田　綾子 定年退職（3月31日付け） 事務局長

次長級 八木澤　透 定年退職（3月31日付け） 事務局参事次長事務取扱

課長級 福島　清裕 事務局次長 福祉部福祉政策課長

主幹級 寺田　幸生 事務局主幹 福祉部生活福祉一課主幹

主幹級 寺山　桂子 事務局主幹
保健部青森市保健所保健予防課主
幹

主幹級 溝江　摩紀 市長事務部局へ出向させる 事務局主幹

主幹級 植村　圭介 市長事務部局へ出向させる 事務局主幹
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農業委員会事務局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主幹級 古田　正之 事務局主幹
農林水産部中央卸売市場管理課主
幹

主幹級 堀内　和之 定年退職（3月31日付け） 事務局主幹

主査級 後藤　吏央 事務局主査 企業局水道部上下水道課主査

主査級 吉田　愛 市長事務部局へ出向させる 事務局主査

主査級 雪田　幸誠 市長事務部局へ出向させる 事務局主査

一般職員 奈良　真友子 事務局主事 税務部納税支援課主事

一般職員 前田　泰仁 事務局主事 福祉部生活福祉二課主事

一般職員 金谷　麻美 事務局主事 浪岡振興部総務課主事

一般職員 沼田　宏貴 市長事務部局へ出向させる 事務局主事

一般職員 鳥谷部　勝男 事務局専任員 再任用

一般職員 木村　浩一 事務局専任員 再任用
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企業局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

部長級 三浦　大延 企業局水道部長 浪岡振興部長

部長級 横内　修 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部長

次長級 髙野　雅子 企業局交通部次長 福祉部高齢者支援課長

次長級 西村　務 定年退職（3月31日付け） 企業局交通部次長

課長級 森田　新 企業局水道部総務課長 福祉部子育て支援課長

課長級 中西　康仁 企業局水道部営業課長
浪岡振興部市民課長兼保健部青森
市保健所生活衛生課副参事

課長級 斎藤　広宣 企業局水道部上水道整備課長 総務部契約課工事検査室長

課長級 我満　智 企業局水道部施設課長 企業局水道部給排水課長

課長級 佐藤　大志 企業局水道部給排水課長 企業局水道部上水道整備課長

課長級 今村　剛志 企業局交通部管理課長 教育委員会事務局総務課主幹

課長級 小山内　政広 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部総務課長

課長級 溝口　篤史 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部総務課主幹

課長級 木谷　龍 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部営業課長

課長級 葛原　積範 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部下水道整備課主幹

課長級 堀川　慎一 市長事務部局へ出向させる 企業局交通部管理課長

課長級 山口　裕子 市長事務部局へ出向させる 企業局交通部管理課主幹

課長級 渡邉　兼一 市長事務部局へ出向させる 企業局交通部管理課主幹
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企業局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

課長級 新山　明徳 定年退職（3月31日付け） 企業局水道部施設課長

主幹級 西川　豊 企業局水道部総務課主幹 福祉部指導監査課主幹

主幹級 秋元　晋 企業局水道部総務課専門検査員 企業局水道部上水道整備課主査

主幹級 三上　智幸 企業局水道部総務課主幹 再任用

主幹級 柿﨑　哲男 企業局水道部総務課主幹 再任用

主幹級 川口　純一 企業局水道部営業課主幹 福祉部生活福祉二課主幹

主幹級 佐々木　功拓 企業局水道部営業課主幹 企業局水道部総務課主幹

主幹級 福岡　博 企業局水道部横内浄水課主幹 企業局水道部蜆貝ポンプ場主幹

主幹級 三浦　方準 企業局水道部堤川浄水課主幹 企業局水道部横内浄水課主幹

主幹級 齋藤　克志 企業局水道部施設課主幹 企業局水道部堤川浄水課主幹

主幹級 三浦　直 企業局水道部施設課主幹 再任用

主幹級 舘山　忠宗 企業局水道部給排水課主幹 企業局水道部総務課専門検査員

主幹級 新山　明徳 企業局水道部給排水課主幹 再任用

主幹級 千葉　幸志 企業局水道部下水道整備課主幹 都市整備部道路維持課主幹

主幹級 工藤　崇 企業局水道部蜆貝ポンプ場主幹 企業局水道部施設課主幹

主幹級 川村　拓 企業局交通部管理課主幹
総務部付（公立大学法人青森公立
大学へ派遣）

主幹級 立崎　明彦 企業局交通部管理課主幹 税務部国保医療年金課主幹
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企業局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主幹級 鎌田　和久
企業局交通部営業所長兼管理課主
幹

企業局交通部営業所主査兼管理課
主査

主幹級 齋藤　悠 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部総務課主査

主幹級 福永　宏治 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部給排水課主幹

主幹級 亀田　修司 定年退職（3月31日付け）
企業局交通部営業所長兼管理課主
幹

主査級 西田　大寿 企業局水道部総務課主査
保健部青森市保健所健康づくり推
進課主査

主査級 才神　一美 企業局水道部総務課主査
市民病院がん診療推進室主査兼市
民病院事務局総務課主査

主査級 横山　朋子 企業局水道部総務課主査 企業局水道部営業課主査

主査級 工藤　由和 企業局水道部総務課主査 企業局水道部営業課主査

主査級 盛　将秀 企業局水道部営業課主査 企画部財政課主査

主査級 横山　幸博 企業局水道部営業課主査
税務部納税支援課主査兼保健部青
森市保健所感染症対策課主査

主査級 三上　貴子 企業局水道部営業課主査 再任用

主査級 髙村　重己 企業局水道部営業課主査 再任用

主査級 小山　貴仙 企業局水道部上水道整備課主査 企業局水道部施設課主査

主査級 菊池　洋佑 企業局水道部横内浄水課主査 企業局水道部横内浄水課技師

主査級 前田　優 企業局水道部横内浄水課主査 企業局水道部堤川浄水課主査

主査級 中村　康二 企業局水道部横内浄水課主査 再任用

主査級 福山　一貴 企業局水道部堤川浄水課主査 企業局水道部堤川浄水課技師
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企業局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主査級 桑田　隆司 企業局水道部堤川浄水課主査 再任用

主査級 石村　英俊 企業局水道部施設課主査 都市整備部道路建設課主査

主査級 清野　健一 企業局水道部施設課主査 企業局水道部上水道整備課主査

主査級 木立　野枝 企業局水道部下水道整備課主査 総務部付

主査級 齋藤　祐規 企業局水道部下水道整備課主査 都市整備部道路建設課主査

主査級 三浦　禎士 企業局水道部下水道整備課主査 企業局水道部蜆貝ポンプ場主査

主査級 武井　英樹
企業局水道部八重田浄化センター
主査

企業局水道部横内浄水課主査

主査級 一戸　直人
企業局水道部八重田浄化センター
主査

企業局水道部下水道整備課主査

主査級 櫛引　悟 企業局水道部蜆貝ポンプ場主査 企業局水道部横内浄水課主査

主査級 外﨑　毅宏 企業局水道部蜆貝ポンプ場主査 企業局水道部蜆貝ポンプ場技師

主査級 佐藤　智弥 企業局水道部蜆貝ポンプ場主査
企画部付（青森地域広域事務組合
事務局総務課主査）

主査級 武田　倫子 企業局水道部上下水道課主査 浪岡振興部健康福祉課主査

主査級 千葉　正之 企業局水道部上下水道課主査 企業局水道部総務課主査

主査級 小田桐　香織 企業局交通部管理課主査 総務部危機管理課主査

主査級 澤頭　健
企業局交通部営業所主査兼管理課
主査

企業局交通部営業所副主任運輸主
事

主査級 太田　悟 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部総務課主査

主査級 佐藤　峰之 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部営業課主査
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企業局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主査級 渡邊　輝久 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部横内浄水課主査

主査級 鈴木　隆洋 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部施設課主査

主査級 大水　俊彦 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部下水道整備課主査

主査級 山口　陽平 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部下水道整備課技師

主査級 永井　一仁 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部蜆貝ポンプ場主査

主査級 後藤　吏央 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部上下水道課主査

主査級 佐藤　弥玲 市長事務部局へ出向させる 企業局交通部管理課主査

主査級 鳥羽　隆仁 市長事務部局へ出向させる 企業局交通部管理課主査

主査級 髙村　重己 定年退職（3月31日付け） 企業局水道部営業課主査

一般職員 菅井　俊輔 企業局水道部営業課主事 総務部付

一般職員 中村　仁美 企業局水道部営業課主事 税務部納税支援課主事

一般職員 泉谷　勇気 企業局水道部上水道整備課技師 企業局水道部下水道整備課技師

一般職員 中村　太一 企業局水道部上水道整備課技師 採用

一般職員 葛西　広大 企業局水道部横内浄水課技師 都市整備部公園河川課技師

一般職員 長﨑　俊樹 企業局水道部横内浄水課技師 都市整備部建築営繕課技師

一般職員 森屋　匡祐 企業局水道部横内浄水課技師 採用

一般職員 須藤　明 企業局水道部堤川浄水課技師
企業局水道部八重田浄化センター
技師

57



企業局

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

一般職員 松木　渉 企業局水道部堤川浄水課技師 企業局水道部蜆貝ポンプ場技師

一般職員 佐藤　涼 企業局水道部堤川浄水課技師 採用

一般職員 小笠原　航太 企業局水道部堤川浄水課技師 採用

一般職員 又村　裕 企業局水道部施設課技師 企業局水道部堤川浄水課技師

一般職員 岸田　総司 企業局水道部施設課技師 採用

一般職員 斎藤　尋斗 企業局水道部給排水課技師 農林水産部農地林務課技師

一般職員 澤田　貴史 企業局水道部下水道整備課技師 採用

一般職員 齊藤　翔大 企業局水道部下水道整備課技師 採用

一般職員 蝦名　秀典 企業局水道部蜆貝ポンプ場技師 企業局水道部堤川浄水課技師

一般職員 佐々木　龍太 企業局水道部蜆貝ポンプ場技師 企業局水道部施設課技師

一般職員 山中　琥太郎 企業局水道部蜆貝ポンプ場技師 採用

一般職員 釜萢　淳 企業局交通部営業所主任運輸主事
企業局交通部営業所副主任運輸主
事

一般職員 工藤　幸一 企業局交通部営業所主任運輸主事
企業局交通部営業所副主任運輸主
事

一般職員 大森　達也 企業局交通部営業所主任運輸主事
企業局交通部営業所副主任運輸主
事

一般職員 山田　直喜 企業局交通部営業所主任運輸主事
企業局交通部営業所副主任運輸主
事

一般職員 大澗　芳惠 企業局交通部営業所主任運輸主事 再任用

一般職員 横内　正二 企業局交通部営業所主任運輸主事 再任用
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職位名 職員氏名 発令事項 現所属

一般職員 川本　明 企業局交通部営業所主任整備士 再任用

一般職員 白戸　芳博 企業局交通部営業所主任運転士 企業局交通部営業所副主任運転士

一般職員 藤田　俊文 企業局交通部営業所主任運転士 企業局交通部営業所副主任運転士

一般職員 石川　誠 企業局交通部営業所主任運転士 企業局交通部営業所副主任運転士

一般職員 山田　隆志 企業局交通部営業所主任運転士 企業局交通部営業所副主任運転士

一般職員 奥谷　吉輝 企業局交通部営業所主任運転士 企業局交通部営業所副主任運転士

一般職員 工藤　忠夫 企業局交通部営業所主任運転士 再任用

一般職員 三上　憲夫 企業局交通部営業所主任運転士 再任用

一般職員 能代谷　富明 企業局交通部営業所主任運転士 再任用

一般職員 成田　義光 企業局交通部営業所主任運転士 再任用

一般職員 千葉　敏彦 企業局交通部営業所主任運転士 再任用

一般職員 長尾　祥司 企業局交通部営業所主任運転士 再任用

一般職員 前田　正博 企業局交通部営業所主任運転士 再任用

一般職員 倉内　祥一 企業局交通部営業所主任運転士 再任用

一般職員 桜庭　広一 企業局交通部営業所主任運転士 再任用

一般職員 野土　勝幸 企業局交通部営業所副主任運転士 再任用

一般職員 小山内　清 企業局交通部営業所副主任運転士 再任用
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職位名 職員氏名 発令事項 現所属

一般職員 成田　実 企業局交通部営業所副主任運転士 再任用

一般職員 川村　拓生 企業局交通部営業所副主任運転士 再任用

一般職員 木立　修 企業局交通部営業所副主任運転士 再任用

一般職員 三浦　雅巳 企業局交通部営業所副主任運転士 再任用

一般職員 成田　仁 企業局交通部営業所副主任運転士 再任用

一般職員 佐藤　伸二 企業局交通部営業所副主任運転士 再任用

一般職員 横内　桃子 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部営業課主事

一般職員 力石　尚人 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部上水道整備課技師

一般職員 赤坂　遼平 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部横内浄水課技師

一般職員 吉﨑　正洋 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部堤川浄水課技師

一般職員 工藤　健 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部給排水課技師

一般職員 青山　隆 市長事務部局へ出向させる 企業局水道部上下水道課主事

一般職員 齋藤　聡 定年退職（3月31日付け）
企業局交通部営業所副主任運輸主
事

一般職員 今　勝昭 定年退職（3月31日付け） 企業局交通部営業所主任運転士

一般職員 倉内　祥一 定年退職（3月31日付け） 企業局交通部営業所主任運転士

一般職員 桜庭　広一 定年退職（3月31日付け） 企業局交通部営業所主任運転士

一般職員 川村　拓生 定年退職（3月31日付け） 企業局交通部営業所副主任運転士
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一般職員 木立　修 定年退職（3月31日付け） 企業局交通部営業所副主任運転士

一般職員 三浦　雅巳 定年退職（3月31日付け） 企業局交通部営業所副主任運転士

一般職員 成田　仁 定年退職（3月31日付け） 企業局交通部営業所副主任運転士

一般職員 佐藤　伸二 定年退職（3月31日付け） 企業局交通部営業所副主任運転士

一般職員 兼平　一成 企業局水道部営業課専任員 再任用

一般職員 鹿内　利行 企業局水道部営業課専任員 再任用

一般職員 伊藤　三千雄 企業局水道部上水道整備課専任員 再任用

一般職員 渡邉　淳 企業局水道部施設課専任員 再任用

一般職員 山田　昭博 企業局水道部給排水課専任員 再任用

一般職員 加藤　雄 企業局水道部給排水課専任員 再任用

一般職員 岡山　幸司 企業局水道部下水道整備課専任員 再任用

一般職員 松尾　剛 企業局水道部下水道整備課専任員 再任用

一般職員 對馬　英二 企業局水道部蜆貝ポンプ場専任員 再任用

一般職員 白川　由紀夫 企業局交通部営業所専任員 再任用

一般職員 小泉　寿幸 企業局交通部営業所専任員 再任用

一般職員 福井　靖仁 企業局交通部営業所専任員 再任用

一般職員 齋藤　聡 企業局交通部営業所専任員 再任用
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一般職員 亀田　修司 企業局交通部営業所専任員 再任用
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令和5年4月1日付け

人 事 異 動 内 示

青森地域広域事務組合



広域事務組合（事務局）

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

部長級 長内　哲史 事務局長 市民病院事務局次長

部長級 奥﨑　文昭
青森地域広域事務組合職員を免
ずる（3月31日付け）

事務局長

課長級 太田　しのぶ 事務局総務課長 福祉部生活福祉一課副参事

課長級 井上　悦子
青森地域広域事務組合職員を免
ずる（3月31日付け）

事務局総務課長

主幹級 佐々木　健 事務局総務課主幹 再任用

主幹級 佐々木　祐子 事務局総務課主幹 再任用

主幹級 井上　悦子 事務局総務課主幹 再任用

主査級 小野　浩二 事務局総務課主査 環境部清掃管理課主査

主査級 熊谷　朗子
青森地域広域事務組合職員を免
ずる（3月31日付け）

事務局総務課主査

主査級 佐藤　智弥
青森地域広域事務組合職員を免
ずる（3月31日付け）

事務局総務課主査

主査級 川浪　昭仁
青森地域広域事務組合職員を免
ずる（3月31日付け）

事務局総務課主査

一般職員 鳴海　加奈 事務局総務課主事 総務部人事課主事

一般職員 佐藤　直樹 事務局総務課主事 経済部新ビジネス支援課主事

一般職員 加賀谷　守男 事務局総務課主任技能技師 再任用

一般職員 鈴木　久美子 事務局総務課専任員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再任用

一般職員 石岡　正志 事務局総務課専任員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再任用
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広域事務組合（消防）

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

課長級 木立　圭史 消防本部庶務課長 経済部交流推進課長

課長級 川村　徳仁 消防本部庶務課副参事 東消防署主幹

課長級 門間　誠 消防本部警防課長 消防本部庶務課副参事

課長級 佐々木　和人 浪岡消防署長 消防本部警防課長

課長級 千葉　大
青森地域広域事務組合消防吏員
を免ずる（3月31日付け）

消防本部庶務課長

課長級 中嶋　正
青森地域広域事務組合消防吏員
を免ずる（3月31日付け）

浪岡消防署長

主幹級 横山　浩二 消防本部予防課主幹 中央消防署主査

主幹級 木立　栄作 消防本部予防課主幹 中央消防署沖館分署長

主幹級 亀田　繁寛 消防本部警防課主幹 東消防署主幹

主幹級 辻村　昇 消防本部警防課主幹 東消防署主査

主幹級 葛西　幸彦 消防本部通信指令課主幹 東消防署主幹

主幹級 工藤　雅志 中央消防署主幹 消防本部予防課主幹

主幹級 渋谷　明仁 中央消防署主幹 消防本部警防課主幹

主幹級 齊藤　尚士 中央消防署沖館分署長 消防本部予防課主幹

主幹級 溝江　博文 中央消防署新城分署長 東消防署横内分署長

主幹級 玉熊　直志 東消防署主幹 消防本部警防課主幹

主幹級 伊藤　眞琴 東消防署主幹 中央消防署主幹
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広域事務組合（消防）

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主幹級 阿部　康成 東消防署主幹 中央消防署主幹

主幹級 津嶋　幸司 東消防署主幹 中央消防署消防機械二係長

主幹級 木村　正樹 東消防署主幹 中央消防署主査

主幹級 田中　邦章 東消防署原別分署長 消防本部通信指令課主幹

主幹級 鹿内　学 東消防署横内分署長 東消防署原別分署長

主幹級 前田　芳明
青森地域広域事務組合消防吏員
を免ずる（3月31日付け）

中央消防署新城分署長

主幹級 久保田　育也
青森地域広域事務組合消防吏員
を免ずる（3月31日付け）

東消防署主幹

主幹級 宮本　一好
青森地域広域事務組合消防吏員
を免ずる（3月31日付け）

東消防署主幹

主査級 濱田　春輝 消防本部庶務課主査 消防本部警防課主任

主査級 五十嵐　大進 消防本部庶務課主査 中央消防署救助二係長

主査級 市川　稚崇 消防本部庶務課主査 東消防署主任

主査級 山田　真平 消防本部庶務課主査 浪岡消防署救助一係長

主査級 最上　雄太 消防本部予防課主査 消防本部予防課主任

主査級 木村　裕介 消防本部警防課主査 消防本部通信指令課主査

主査級 堤　彰 消防本部通信指令課主査 東消防署庶務二係長

主査級 澤田　淳悦 消防本部通信指令課主査 東消防署予防一係長

主査級 柳谷　智樹 中央消防署庶務二係長 消防本部庶務課主査
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広域事務組合（消防）

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主査級 髙橋　力 中央消防署予防一係長 消防本部予防課主査

主査級 下山　卓磨 中央消防署消防機械二係長 消防本部庶務課主査

主査級 浦上　修 中央消防署救急一係長 消防本部警防課主査

主査級 山田　考一 中央消防署救急二係長 中央消防署救急一係長

主査級 水木　勇太 中央消防署救助一係長 中央消防署主任

主査級 若穂圍　淳 中央消防署救助二係長 消防本部庶務課主査

主査級 五戸　信和 中央消防署主査 中央消防署救急二係長

主査級 葛西　佑輔 中央消防署主査 中央消防署主任

主査級 倉内　悠磨 中央消防署主査 中央消防署主任

主査級 横内　健輔 中央消防署主査 中央消防署主任

主査級 佐井　皇 中央消防署浪館分署一隊長 東消防署原別分署二隊長

主査級 大柳　良明 中央消防署浪館分署二隊長 中央消防署庶務二係長

主査級 高坂　義毅 中央消防署外ヶ浜分署一隊長 中央消防署外ヶ浜分署二隊長

主査級 藤田　法 中央消防署外ヶ浜分署二隊長 中央消防署外ヶ浜分署一隊長

主査級 佐藤　雄太 東消防署庶務二係長 中央消防署主任

主査級 春藤　孝介 東消防署予防一係長 中央消防署予防一係長

主査級 道川　紘平 東消防署消防機械一係長 消防本部警防課主査
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広域事務組合（消防）

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主査級 澤田　和将 東消防署救急二係長 東消防署主査

主査級 工藤　啓 東消防署主査 消防本部予防課主任

主査級 沼村　一晃 東消防署主査 消防本部警防課主任

主査級 稲部　充 東消防署主査 東消防署救急二係長

主査級 赤坂　俊之 東消防署浅虫分署一隊長 中央消防署浪館分署二隊長

主査級 山谷　浩 東消防署筒井分署二隊長 中央消防署浪館分署一隊長

主査級 木村　郷 東消防署原別分署二隊長 東消防署消防機械一係長

主査級 佐々木　陽一 東消防署横内分署二隊長 浪岡消防署消防機械二係長

主査級 木村　匡孝 浪岡消防署消防機械一係長 浪岡消防署救助二係長

主査級 野呂　諭 浪岡消防署消防機械二係長 中央消防署主任

主査級 齋藤　実 浪岡消防署救急二係長 中央消防署主査

主査級 渡邉　啓太 浪岡消防署救助一係長 中央消防署救助一係長

主査級 大澤　卓哉 浪岡消防署救助二係長 東消防署主任

主査級 福田　明臣 平内消防署庶務一係長 平内消防署庶務二係長

主査級 佐々木　義人 平内消防署庶務二係長 平内消防署庶務一係長

主査級 八戸　寿士 平内消防署予防一係長 平内消防署予防二係長

主査級 須藤　隆幸 平内消防署予防二係長 平内消防署予防一係長
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広域事務組合（消防）

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

主査級 時田　和人 平内消防署消防機械一係長 平内消防署救急救助一係長

主査級 三津谷　慎太郎 平内消防署消防機械二係長 平内消防署消防機械一係長

主査級 工藤　慎吾 平内消防署救急救助一係長 平内消防署救急救助二係長

主査級 工藤　和久 平内消防署救急救助二係長 平内消防署消防機械二係長

主査級 工藤　浩之郎 平内消防署主査 平内消防署主任

主査級 蝦名　信一
青森地域広域事務組合消防吏員
を免ずる（3月31日付け）

消防本部通信指令課主査

主査級 蒔苗　新一
青森地域広域事務組合消防吏員
を免ずる（3月31日付け）

中央消防署主査

主査級 篠原　弘覚
青森地域広域事務組合消防吏員
を免ずる（3月31日付け）

東消防署主査

主査級 山内　孝
青森地域広域事務組合消防吏員
を免ずる（3月31日付け）

東消防署浅虫分署一隊長

主査級 大澤　知史
青森地域広域事務組合消防吏員
を免ずる（3月31日付け）

東消防署筒井分署二隊長

主査級 柿崎　壽一
青森地域広域事務組合消防吏員
を免ずる（3月31日付け）

東消防署横内分署二隊長

主査級 細川　豊
青森地域広域事務組合消防吏員
を免ずる（3月31日付け）

浪岡消防署消防機械一係長

主査級 山口　泰倫
青森地域広域事務組合消防吏員
を免ずる（3月31日付け）

浪岡消防署救急二係長

一般職員 小林　諄士 消防本部庶務課主任 浪岡消防署主任

一般職員 川村　航大 消防本部予防課主任 中央消防署主任

一般職員 清野　光希 消防本部予防課主任 中央消防署主任

一般職員 渡辺　飛翔 消防本部予防課主任 中央消防署係員
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広域事務組合（消防）

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

一般職員 赤田　禄 消防本部予防課係員 中央消防署係員

一般職員 白取　裕輔 消防本部警防課主任 中央消防署係員

一般職員 川上　綾 消防本部警防課主任 東消防署主任

一般職員 佐々木　晴也 消防本部警防課主任 東消防署係員

一般職員 櫻田　浩平 消防本部通信指令課主任 中央消防署副主任

一般職員 渡部　塁 消防本部通信指令課主任 浪岡消防署主任

一般職員 青木　優馬 消防本部通信指令課副主任 中央消防署係員

一般職員 藤本　康幸 中央消防署主任 消防本部予防課主任

一般職員 澤谷　亮洋 中央消防署主任 消防本部通信指令課主任

一般職員 福士　亮太 中央消防署主任 中央消防署副主任

一般職員 佐藤　勇人 中央消防署主任 中央消防署係員

一般職員 奥崎　元規 中央消防署主任 中央消防署係員

一般職員 冨士　敬汰 中央消防署主任 中央消防署係員

一般職員 櫛引　直大 中央消防署主任 東消防署主任

一般職員 坂本　孝司 中央消防署主任 東消防署主任

一般職員 嶋田　理 中央消防署主任 東消防署主任

一般職員 工藤　亮平 中央消防署主任 東消防署主任
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職位名 職員氏名 発令事項 現所属

一般職員 小笠原　章人 中央消防署主任 東消防署主任

一般職員 赤平　大介 中央消防署主任 東消防署主任

一般職員 櫻庭　隆輝 中央消防署主任 東消防署主任

一般職員 神　紀元 中央消防署主任 東消防署主任

一般職員 阿部　将也 中央消防署主任 東消防署係員

一般職員 鳴海　一士 中央消防署主任 浪岡消防署主任

一般職員 葛西　俊輔 中央消防署主任 浪岡消防署主任

一般職員 中村　中 中央消防署外ヶ浜分署主任 中央消防署外ヶ浜分署係員

一般職員 相内　秀貴 中央消防署今別分署主任 中央消防署今別分署係員

一般職員 平木　俊治 中央消防署副主任 東消防署副主任

一般職員 佐藤　将太 中央消防署副主任 東消防署副主任

一般職員 木村　心 中央消防署副主任 東消防署副主任

一般職員 宮川　徹 中央消防署副主任 浪岡消防署副主任

一般職員 齋藤　春樹 中央消防署副主任 浪岡消防署副主任

一般職員 髙田　亨一 中央消防署副主任 中央消防署係員

一般職員 佐々木　健裕 中央消防署副主任 中央消防署係員

一般職員 室谷　一徳 中央消防署外ヶ浜分署副主任 中央消防署外ヶ浜分署係員
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職位名 職員氏名 発令事項 現所属

一般職員 藤原　勇 中央消防署今別分署副主任 中央消防署今別分署係員

一般職員 野上　錬 中央消防署係員 東消防署係員

一般職員 大川　卓美 中央消防署係員 東消防署係員

一般職員 千葉　佑 中央消防署係員 東消防署係員

一般職員 阿部　将大 中央消防署係員 採用

一般職員 齋藤　大輔 中央消防署係員 採用

一般職員 寺山　昂伸 中央消防署係員 採用

一般職員 原子　凌 中央消防署係員 採用

一般職員 阿保　玄篤 中央消防署係員 採用

一般職員 村上　開 中央消防署係員 採用

一般職員 荒川　隼介 中央消防署係員 採用

一般職員 小笠原　祐弥 中央消防署係員 採用

一般職員 吉﨑　悠斗 中央消防署係員 採用

一般職員 張間　玲那 中央消防署係員 採用

一般職員 中島　龍二 東消防署主任 消防本部庶務課主任

一般職員 白川　貴之 東消防署主任 消防本部通信指令課主任

一般職員 佐藤　才丈 東消防署主任 中央消防署主任
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職位名 職員氏名 発令事項 現所属

一般職員 木村　大 東消防署主任 中央消防署主任

一般職員 三浦　豊 東消防署主任 中央消防署主任

一般職員 倉内　将来 東消防署主任 中央消防署主任

一般職員 伴　雅史 東消防署主任 中央消防署主任

一般職員 佐藤　卓拓 東消防署主任 中央消防署主任

一般職員 小笠原　大将 東消防署主任 中央消防署主任

一般職員 棟方　智也 東消防署主任 中央消防署主任

一般職員 斉藤　雄 東消防署主任 東消防署副主任

一般職員 澁谷　啓吾 東消防署主任 東消防署係員

一般職員 小山内　周平 東消防署主任 東消防署係員

一般職員 蠣崎　具視 東消防署主任 浪岡消防署主任

一般職員 奥瀬　幸蔵 東消防署主任 浪岡消防署主任

一般職員 兵庫　俊隆 東消防署主任 浪岡消防署主任

一般職員 福士　年男 東消防署副主任 中央消防署副主任

一般職員 工藤　将 東消防署副主任 中央消防署副主任

一般職員 小野寺　昂志 東消防署副主任 中央消防署副主任

一般職員 澁谷　清貴 東消防署副主任 中央消防署係員
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職位名 職員氏名 発令事項 現所属

一般職員 岡元　心 東消防署副主任 東消防署係員

一般職員 高坂　憲司 東消防署副主任 浪岡消防署副主任

一般職員 蝦名　佑亮 東消防署係員 中央消防署係員

一般職員 和井内　祥太 東消防署係員 浪岡消防署係員

一般職員 山舘　浩樹 東消防署係員 採用

一般職員 佐藤　陽太 東消防署係員 採用

一般職員 木野田　貫太 東消防署係員 採用

一般職員 工藤　一真 東消防署係員 採用

一般職員 大島　悠 東消防署係員 採用

一般職員 前田　嵐士 東消防署係員 採用

一般職員 秋庭　健汰 東消防署係員 採用

一般職員 小松　翔一郎 東消防署係員 採用

一般職員 山田　凜 東消防署係員 採用

一般職員 神　力 浪岡消防署主任 中央消防署主任

一般職員 内海　潤紀 浪岡消防署主任 中央消防署主任

一般職員 小杉　拓洋 浪岡消防署主任 東消防署主任

一般職員 武内　洋介 浪岡消防署主任 東消防署主任
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一般職員 唐牛　昌博 浪岡消防署主任 東消防署副主任

一般職員 今　良太 浪岡消防署主任 浪岡消防署係員

一般職員 渡邊　海弥 浪岡消防署主任 浪岡消防署係員

一般職員 工藤　大門 浪岡消防署副主任 中央消防署副主任

一般職員 藤森　啓介 浪岡消防署副主任 中央消防署副主任

一般職員 丸本　大樹 浪岡消防署副主任 東消防署副主任

一般職員 神　雄一郎 浪岡消防署副主任 東消防署副主任

一般職員 飛田　凌 浪岡消防署係員 東消防署係員

一般職員 成田　裕治 浪岡消防署係員 採用

一般職員 渡邊　優豪 浪岡消防署係員 採用

一般職員 田中　勇斗 平内消防署主任 平内消防署副主任

一般職員 豊島　海斗 平内消防署係員 平内町総務課付

一般職員 新山　公平
青森地域広域事務組合消防吏員
を免ずる（3月31日付け）

消防本部通信指令課副主任

一般職員 松谷　昭弘
青森地域広域事務組合消防吏員
を免ずる（3月31日付け）

東消防署主任

一般職員 竹内　孝治
青森地域広域事務組合消防吏員
を免ずる（3月31日付け）

東消防署副主任

一般職員 風穴　愛乃
青森地域広域事務組合消防吏員
を免ずる（3月31日付け）

浪岡消防署係員

一般職員 浅利　幸二 消防本部警防課専任員 再任用
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広域事務組合（消防）

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

一般職員 進藤　良樹 消防本部警防課専任員 再任用

一般職員 佐藤　匠 消防本部通信指令課専任員 再任用

一般職員 工藤　博人 消防本部通信指令課専任員 再任用

一般職員 天内　順一 中央消防署専任員 再任用

一般職員 吉田　堯照 中央消防署専任員 再任用

一般職員 神　隆 中央消防署専任員 再任用

一般職員 佐藤　晃久 中央消防署専任員 再任用

一般職員 佐藤　穂 中央消防署専任員 再任用

一般職員 木戸　晋一 中央消防署専任員 再任用

一般職員 長谷川　順一 中央消防署専任員 再任用

一般職員 佐藤　武広 中央消防署専任員 再任用

一般職員 渡辺　勉 中央消防署専任員 再任用

一般職員 中嶋　正 中央消防署専任員 再任用

一般職員 細川　豊 中央消防署専任員 再任用

一般職員 蝦名　信一 中央消防署専任員 再任用

一般職員 小鹿　修 中央消防署外ヶ浜分署専任員 再任用

一般職員 正木　文明 中央消防署今別分署専任員 再任用
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広域事務組合（消防）

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

一般職員 小鹿　幸彦 中央消防署今別分署専任員 再任用

一般職員 奈良　武 中央消防署今別分署専任員 再任用

一般職員 阿部　文彦 中央消防署今別分署専任員 再任用

一般職員 佐藤　和正 東消防署専任員 再任用

一般職員 鈴木　諭 東消防署専任員 再任用

一般職員 工藤　彰典 東消防署専任員 再任用

一般職員 名古屋　直樹 東消防署専任員 再任用

一般職員 飯田　春一 東消防署専任員 再任用

一般職員 成田　智 東消防署専任員 再任用

一般職員 大澗　勝則 東消防署専任員 再任用

一般職員 宮本　一好 東消防署専任員 再任用

一般職員 前田　芳明 東消防署専任員 再任用

一般職員 松谷　昭弘 東消防署専任員 再任用

一般職員 篠原　弘覚 東消防署専任員 再任用

一般職員 大澤　知史 東消防署専任員 再任用

一般職員 小林　保秀 浪岡消防署専任員 再任用

一般職員 坂本　正彦 浪岡消防署専任員 再任用

14



広域事務組合（消防）

職位名 職員氏名 発令事項 現所属

一般職員 久保田　育也 浪岡消防署専任員 再任用

一般職員 山口　泰倫 浪岡消防署専任員 再任用
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市長部局

総務課 企画調整課 納税支援課 市民協働推進課 環境政策課 福祉政策課 経済政策課 農業政策課 都市政策課 総務課 会計課

納税相談センター

危機管理課 連携推進課 徴収特別対策室 生活安心課 廃棄物対策課 指導監査課 保健予防課 住宅まちづくり課 納税支援課 医療局 出納室

計量検査所 納税相談センター

人事課 財政課 市民税課 清掃管理課 障がい者支援課 感染症対策課 建築指導課 市民課 事務局 審査課
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農地林務課

管財課 広報広聴課 国保医療年金課 介護保険課 健康づくり推進課 観光課 道路建設課 健康福祉課

水産振興センター

契約課 競輪事業所 市民課 高齢者支援課 交流推進課 道路維持課 都市整備課

中央情報コーナー 道路補修事務所

工事検査室 柳川情報コーナー 地域スポーツ課 雪対策室

西部情報コーナー あおもり親子はぐくみプラザ 管理課

情報政策課 東岳情報コーナー 用地課

高田情報コーナー 生活福祉一課

油川情報コーナー 建築営繕課

荒川情報コーナー 生活福祉二課

横内情報コーナー

浜館支所

奥内支所

原別支所

後潟支所

野内支所

※総務部総務課職員兼務

総務課 総務課 事務局分室 総務課 管理課 庶務課

議事調査課 文化学習活動推進課 営業課 営業所 予防課

中央市民センター 上水道整備課 警防課

勤労青少年ホーム

文化遺産課 横内浄水課 通信指令課

横内浄水場

市民図書館 堤川浄水課

堤川浄水場

歴史資料室 施設課 沖館分署

学務課 給排水課 油川分署

学校給食課 下水道整備課 新城分署

小学校給食センター

中学校給食センター 八重田浄化センター 浪館分署

浪岡学校給食センター

指導課 蜆貝ポンプ場

教育研修センター

教育支援室 上下水道課 浅虫分署

浪岡教育課 筒井分署

小学校職員 原別分署

中学校職員

横内分署

消防本部

中央消防署

東消防署

浪岡消防署

あおひらクリーン
センター

事務局

総務課

行政情報センター

国スポ・障スポ大会
推進課

がん診療推進室

病院整備準備室

看護局

臨床研修管理室

医療安全管理室

地域医療連携室

感染管理室

基幹型地域包括
支援センター

健康寿命
対策室

青森市民消費
生活センター

医療局

東京ビジネス
センター

あおもり産品
支援課 心臓・血管センター

新ビジネス
支援課

中央手術センター

浪岡病院

市民病院 会計管理者企画部 保健部 経済部 農林水産部 都市整備部 浪岡振興部総務部 税務部 市民部 環境部 福祉部

○令和５年度　青森市機構図

市 長

副 市 長

議会事務局 教育委員会事務局

高等看護学院

水道部 交通部選挙管理委員会事務局 監査委員事務局 農業委員会事務局 固定資産評価審査委員会事務局

青森地域広域事務組合

部付

企業局

医療技術局

青森市保健所

中央卸売市場

事務局

総務課
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