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総務部総務課



発　　　　令 職名 氏　名 旧　　　　任

○ 副市長

政策企画部長  事務取扱を解く
市民参加協働部長  事務取扱を解く
商工観光部長  事務取扱を解く
上田地域自治センター長　事務取扱を解く
丸子地域自治センター長　事務取扱を解く
武石地域自治センター長　事務取扱を解く

副市長 井上  晴樹

（副市長）
　政策企画部長  事務取扱
　市民参加協働部長  事務取扱
　商工観光部長  事務取扱
　上田地域自治センター長　事務取扱
　丸子地域自治センター長　事務取扱
　武石地域自治センター長　事務取扱

○ 部長級（職層職：参事監に補する）

健康こども未来部　保育課長　事務取扱を解く 職員 小林　一彦
（健康こども未来部長）
　健康こども未来部　保育課長　事務取扱

健康こども未来部　医師確保等対策参事
兼　上田市立産婦人科病院院長

職員 村田　昌功
健康こども未来部　参事
兼  上田市立産婦人科病院院長

○ 部長級（職層職：参事に補する）

政策企画部長 職員 柳原　渉 総務部　総務課長

市民参加協働部長
兼　上田地域自治センター長

職員 小宮山　剛
生活環境部  生活環境課長
兼　上田市消費生活センター所長

福祉部　福祉課長　事務取扱を解く 職員 近藤　聖一
（福祉部長　兼　福祉事務所長）
　福祉部　福祉課長　事務取扱

健康こども未来部参事
兼  上田市立産婦人科病院事務長

職員 樋口　孝子

会計管理者（会計課長  事務取扱）
兼  上田地域広域連合派遣
（会計管理者（会計室長  事務取扱））
兼  上田市東御市真田共有財産組合派遣
（会計管理者（会計課長  事務取扱））

商工観光部長 職員 大矢　義博
商工観光部  商工課長
兼  雇用促進室長

丸子地域自治センター長 職員 手塚　明
上田地域広域連合派遣（事務局長）
兼  総務部参事

真田地域自治センター　建設課長　事務取扱を解く 職員 山宮　正久
（真田地域自治センター長）
　真田地域自治センター　建設課長　事務取扱

武石地域自治センター長 職員 石井　淳
丸子地域自治センター次長
兼  丸子地域自治センター  地域振興課長

会計管理者（会計課長  事務取扱）
兼  上田地域広域連合派遣
（会計管理者（会計室長  事務取扱））
兼  上田市東御市真田共有財産組合派遣
（会計管理者（会計課長  事務取扱））

職員 山崎　完爾
健康こども未来部参事
兼  上田市立産婦人科病院事務長

上下水道局長の兼務を解く 職員 翠川　潔
（都市建設部長）
　兼　上下水道局長

上下水道局長 職員 竹花　国雄 丸子地域自治センター　建設課長

第二学校給食センター所長　事務取扱を解く
丸子学校給食センター所長　事務取扱を解く
上野が丘公民館長　事務取扱を解く
塩田公民館長　事務取扱を解く
上田市立上田図書館長　事務取扱を解く
上田市立丸子図書館長　事務取扱を解く
上田市立真田図書館長　事務取扱を解く
上田市立博物館長　事務取扱を解く

事務職員 中村　栄孝

（教育次長）
（川西公民館長　事務取扱）
　第二学校給食センター所長　事務取扱
　丸子学校給食センター所長　事務取扱
　上野が丘公民館長　事務取扱
　塩田公民館長　事務取扱
　上田市立上田図書館長　事務取扱
　上田市立丸子図書館長　事務取扱
　上田市立真田図書館長　事務取扱
　上田市立博物館長　事務取扱

上田地域広域連合派遣（事務局長）
兼  総務部参事

職員 両角　功
生活環境部　廃棄物対策課長
兼　上田地域広域連合派遣（上田クリーンセンター所長）
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発　　　　令 職名 氏　名 旧　　　　任

○ 課長級（職層職：参事に補する）

総務部  危機管理防災課長 職員 田中　達夫 生活環境部　住宅課長

総務部　情報システム課長 職員 池田　隆司
総務部付  課長
上田市地域振興事業団派遣（事務局長）

市民参加協働部　人権男女共同参画課長 職員 岩倉　光男
上田地域広域連合派遣
（消防本部  消防次長  兼  総務課長）
兼  消防部  消防総務課長

生活環境部  生活環境課長
兼　上田市消費生活センター所長

職員 柳沢　正明 市民参加協働部　人権男女共同参画課長

健康こども未来部  健康推進課長
兼  内科・小児科初期救急センター事務長

職員 室賀　久佳 秘書課長

健康こども未来部  保育課長 職員 宮澤　英雄 総務部  危機管理防災課長

都市建設部　管理課　地籍調査担当係長　事務取扱を解く 職員 樋口　顕
（都市建設部　管理課長）
　都市建設部　管理課　地籍調査担当係長　事務取扱

川西地域自治センター長の兼務を解く 職員 宮澤　清彦
（市民参加協働部  市民参加・協働推進課長）
　兼　川西地域自治センター長

丸子地域自治センター  市民サービス課長
兼  福祉事務所  丸子市民サービス課長
兼　上田地域広域連合派遣（丸子クリーンセンター所長）

事務職員 清住　拓生
武石地域教育事務所長　兼  武石公民館長
兼　政策企画部　交流文化スポーツ課　地域文化政策幹
兼  武石地域自治センター地域振興課  地域振興政策幹

上下水道局　下水道課長 職員 三浦　哲夫 都市建設部　都市計画課長

第一学校給食センター所長 職員 水野　一徳 市民参加協働部　市民課長

城南公民館長
兼  市民参加・協働推進課  地域振興政策幹

事務職員 村山　重信 第一学校給食センター所長

上田市立博物館長 事務職員 滝澤　正幸 上田市立美術館長

○ 課長級（職層職：主幹に補する）

秘書課長 職員 北沢　健治 塩田地域自治センター長

政策企画部　政策企画課　企画調整政策幹 鳴澤　宏紀 新規再任用職員

上田市立美術館長 職員 清水　充久 総務部　情報システム課長

総務部付  課長
上田市地域振興事業団派遣（事務局長）

職員 田中　昌彦
真田地域自治センター  産業観光課  課長補佐
兼  観光商工担当係長

総務部  総務課長 事務職員 小野沢　和也 教育委員会  教育総務課長

総務部　庁舎整備室　庁舎整備担当政策幹 職員 小林　陽司
総務部　行政管理課　課長補佐　兼　庁舎管理係長
兼　庁舎整備室　庁舎整備担当係長

市民参加協働部　市民課長 職員 清水　篤子
福祉部  国保年金課  課長補佐
兼  高齢者医療係長

生活環境部  資源循環型施設建設関連事業課長 職員 佐藤　安則
生活環境部  資源循環型施設建設関連事業課　課長補佐
兼　資源循環型施設建設関連事業係長

生活環境部　廃棄物対策課長
兼　上田地域広域連合派遣（上田クリーンセンター所長）

職員 土屋　隆
丸子地域自治センター  市民サービス課長
兼  福祉事務所  丸子市民サービス課長
兼　上田地域広域連合派遣（丸子クリーンセンター所長）

生活環境部　住宅課長 職員 小宮山　治仁
福祉部  障がい者支援課長
兼  点字図書館長
兼  福祉事務所  障がい者支援課長

福祉部　福祉課長
兼　福祉事務所　福祉課長

職員 小坂　秀人 生活環境部  資源循環型施設建設関連事業課長
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発　　　　令 職名 氏　名 旧　　　　任

福祉部  障がい者支援課長
兼  点字図書館長
兼  福祉事務所  障がい者支援課長

職員 堀内　由紀夫
真田地域自治センター  市民サービス課  課長補佐
兼  福祉担当係長
兼  福祉事務所  真田市民サービス課　福祉担当係長

福祉部  高齢者介護課長
兼  福祉事務所  高齢者介護課長

職員 緑川　文明
健康こども未来部  健康推進課  課長補佐
兼  地域医療担当係長
兼  内科・小児科初期救急センター  業務係長

子育て支援施設所長　事務取扱を解く 職員 山賀　恵都子

（健康こども未来部  子育て・子育ち支援課長
　兼  福祉事務所  子育て・子育ち支援課長
　兼  発達相談センター所長）
　子育て支援施設所長　事務取扱

商工観光部  商工課長
兼  雇用促進室長

職員 宮島　裕一
財政部  財政課  課長補佐
兼  財政担当係長
兼　財政改革担当係長

都市建設部  都市計画課長 職員 嶋尾　忠司
都市建設部  土木課　課長補佐
兼　土木担当係長

塩田地域自治センター長 職員 小林　弘明
財政部　財産活用課　課長補佐
兼　財産管理担当係長

川西地域自治センター長 職員 宮下　伊佐夫
川西地域自治センター長補佐  兼  庶務企画係長
兼  選挙管理委員会事務局
兼  農業委員会事務局  農政農地担当係長

丸子地域自治センター次長
兼  丸子地域自治センター  地域振興課長

事務職員 滝沢　昌樹
城南公民館長
兼  市民参加・協働推進課  地域振興政策幹

丸子地域自治センター  建設課長 職員 堀内　俊克
都市建設部  土木課　課長補佐
兼　土木担当係長

真田地域自治センター  建設課長 職員 宮沢　富夫
農林部　森林整備課　課長補佐
兼　林業振興担当係長

武石地域自治センター次長の兼務を解く
武石地域自治センター  地域振興課長の兼務を解く

職員 下村　孝之

（武石地域自治センター  市民サービス課長
　兼  武石診療所事務長
　兼  福祉事務所  武石市民サービス課長）
　兼　武石地域自治センター次長
　兼  武石地域自治センター  地域振興課長

武石地域自治センター次長
兼  武石地域自治センター  地域振興課長

職員 金子　智子
武石地域自治センター  地域振興課  課長補佐
兼  庶務担当係長
兼  選挙管理委員会事務局

上下水道局　下水道課長の兼務を解く
浄水管理センター所長の兼務を解く

職員 小井土　仁一
（上下水道局  上水道課長）
　兼　上下水道局　下水道課長
　兼　浄水管理センター所長

浄水管理センター所長
兼　上下水道局　真田上下水道課長

職員 越　千明 上下水道局　真田上下水道課長

教育委員会　教育総務課長 職員 石井　正俊
健康こども未来部  健康推進課長
兼  内科・小児科初期救急センター事務長

第二学校給食センター所長 職員 武捨　俊樹
市民参加協働部　市民参加・協働推進課　課長補佐
兼　地域内分権推進担当係長

丸子学校給食センター所長 職員 深町　比呂志 上田地域広域連合派遣（清浄園所長）

上野が丘公民館長
兼　豊殿地域自治センター　地域振興政策幹

事務職員 山口　美栄子 上野が丘公民館　館長補佐　兼　次長

塩田公民館長
兼　塩田地域自治センター　地域振興政策幹

職員 酒井　重雄
福祉部  高齢者介護課長
兼  福祉事務所  高齢者介護課長

上田市立上田図書館長
兼  上田市立丸子図書館長
兼  上田市立真田図書館長

事務職員 清水　英典
真田地域教育事務所長　兼  真田中央公民館長
兼　政策企画部　交流文化スポーツ課　地域文化政策幹
兼  真田地域自治センター　地域振興課  地域振興政策幹

自然運動公園管理事務所長　事務取扱を解く 事務職員 池田　清純
（教育委員会  スポーツ推進課長）
自然運動公園管理事務所長　事務取扱

丸子地域教育事務所長　兼  丸子公民館長
兼　政策企画部　交流文化スポーツ課　地域文化政策幹
兼  丸子文化会館長
兼  丸子地域自治センター  地域振興課  地域振興政策幹

職員 青木　正光
財政部　税務課　課長補佐
兼　諸税係長

真田地域教育事務所長　兼  真田中央公民館長
兼　政策企画部　交流文化スポーツ課　地域文化政策幹
兼  真田地域自治センター　地域振興課  地域振興政策幹

職員 宮崎　浩幸
上田地域広域連合派遣
（会計室  室長補佐  兼  出納係長）
兼  会計課  課長補佐  兼  会計担当係長

武石地域教育事務所長　兼  武石公民館長
兼　政策企画部　交流文化スポーツ課　地域文化政策幹
兼  武石地域自治センター　地域振興課  地域振興政策幹

職員 宮越　英明
武石地域自治センター  市民サービス課　課長補佐
兼　生活環境担当係長
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発　　　　令 職名 氏　名 旧　　　　任

上田地域広域連合派遣（清浄園所長） 職員 山越　晃
上田地域広域連合派遣
（清浄園  所長補佐　兼　庶務係長）

上田地域広域連合派遣
（消防本部  消防次長  兼  総務課長）
兼  消防部  消防総務課長

事務職員 久保田　荘司

丸子地域教育事務所長　兼  丸子公民館長
兼　政策企画部　交流文化スポーツ課　地域文化政策幹
兼  丸子文化会館長
兼  丸子地域自治センター  地域振興課  地域振興政策幹
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発　　　　令 職名 氏　名 旧　　　　任

○ 課長補佐級（職層職：主幹に補する）

政策企画部　政策企画課　課長補佐
兼　政策企画担当係長（地域研究担当）

事務職員 東井　光司
第一学校給食センター　所長補佐
兼　庶務係長

財政部　税務課　課長補佐
兼　諸税係長

事務職員 西澤　和浩
中央公民館　館長補佐
兼　次長　兼　上田文化会館次長

福祉部　福祉課　課長補佐
兼　庶務施設係長

事務職員 山口　明海 上田情報ライブラリー　館長補佐　兼　次長

福祉部　国保年金課　課長補佐
兼　高齢者医療係長

職員 佐藤　敦子
商工観光部　観光課　課長補佐
兼　観光振興担当係長

農林部　土地改良課　課長補佐
兼　管理計画係長　兼　土地改良担当係長

職員 竹下　達雄
都市建設部　都市計画課　課長補佐
兼　街路公園整備担当係長

都市建設部　土木課　課長補佐
兼　整備計画係長

職員 永井　文明
農林部　土地改良課　課長補佐
兼　管理計画係長　兼　土地改良担当係長

真田地域自治センター  産業観光課  課長補佐
兼  観光商工担当係長

事務職員 杉山　幸揮
教育委員会　教育総務課　課長補佐
兼　教育施設整備担当係長

武石地域自治センター  地域振興課  課長補佐
兼  庶務担当係長
兼  選挙管理委員会事務局

職員 樋口　明雄

武石診療所　事務長補佐　兼　業務係長
兼　武石地域自治センター　市民サービス課
福祉担当係長
兼　福祉事務所　武石市民サービス課　福祉担当係長

武石診療所　事務長補佐　兼　業務係長
兼　武石地域自治センター　市民サービス課
福祉担当係長
兼　福祉事務所　武石市民サービス課　福祉担当係長

職員 小山　幸喜
武石地域自治センター　産業建設課　課長補佐
兼　商工観光担当係長

会計課　課長補佐　兼　会計担当係長 職員 石井　充
丸子地域自治センター　市民サービス課　課長補佐
兼　生活環境担当係長

上下水道局　経営管理課　課長補佐
兼　経理担当係長

事務職員 増田　眞一
教育委員会  スポーツ推進課  課長補佐
兼　上田城跡公園体育館管理事務所長

教育委員会　学校教育課　課長補佐
兼　学校教育担当係長

職員 馬場　雅久
福祉部  高齢者介護課  課長補佐
兼  高齢者支援担当係長
兼  福祉事務所  高齢者介護課  高齢者支援担当係長

上田地域広域連合派遣
（清浄園  所長補佐　兼　庶務係長）

職員 長谷川　千秋
浄水管理センター　所長補佐
兼　管理担当係長

○ 課長補佐級

総務部　庁舎整備室　室長補佐
兼　庁舎整備担当係長

職員 柳沢　和彦
福祉部　福祉課　課長補佐　兼　生活支援担当係長
兼　福祉事務所　福祉課　生活支援担当係長

財政部　財政課　課長補佐
兼　財政担当係長　兼　財政改革担当係長

事務職員 堀内　優市
教育委員会　生涯学習・文化財課　課長補佐
兼　人権同和教育係長

財政部　財産活用課　課長補佐
兼　財産管理担当係長

職員 木内　正博
生活環境部　住宅課　課長補佐
兼　住宅整備係長

生活環境部　資源循環型施設建設関連事業課　課長補佐
兼　資源循環型施設建設関連事業係長

職員 橋詰　譲己 福祉部　国保年金課　国民健康保険担当係長

生活環境部　廃棄物対策課　課長補佐
兼　廃棄物指導係長

事務職員 若林　昭
教育委員会　学校教育課　課長補佐
兼　学校教育担当係長

健康こども未来部　健康推進課　課長補佐
兼　地域健康支援担当係長
兼　丸子地域自治センター　市民サービス課
地域健康支援担当係長

職員 宮沢　明子
丸子地域自治センター　市民サービス課　課長補佐
兼　福祉担当係長
兼　福祉事務所　丸子市民サービス課　福祉担当係長

健康こども未来部　健康推進課　課長補佐
兼　保健予防担当係長

職員 町田　洋子 上下水道局　経営管理課　経理担当係長

兼　武石地域自治センター　市民サービス課
地域健康支援担当係長

職員 宮山　浩子

（健康こども未来部　健康推進課　課長補佐
　兼　地域健康支援担当係長）
　兼　丸子地域自治センター　市民サービス課
　地域健康支援担当係長

兼　保育担当係長 職員 間宮　寿明
（健康こども未来部　保育課　課長補佐
　兼　保育施設担当係長）

健康こども未来部　子育て・子育ち支援課　課長補佐
兼　子育て・子育ち支援担当係長
兼　子育て支援施設所長

職員 小山　秀永
福祉部　障がい者支援課　課長補佐
兼　障がい者支援担当係長
兼　福祉事務所　障がい者支援課　障がい者支援担当係長
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兼　師長 職員 横島　京子
（上田市立産婦人科病院  看護課  課長補佐
　兼　看護担当係長）兼　副師長

商工観光部　商工課　課長補佐
兼　池波正太郎真田太平記館次長

事務職員 清水　彰
上田市立博物館　館長補佐
兼　庶務学芸係長　兼　丸子郷土博物館長

兼　観光振興担当係長 職員 橋詰　元和
（商工観光部　観光課　課長補佐
　兼　観光政策担当係長）

商工観光部　観光課　課長補佐
兼　観光政策担当係長　兼　観光振興担当係長

職員 高橋　英之 商工観光部　観光課　観光政策担当係長

農林部　森林整備課　課長補佐
兼　林業振興担当係長

職員 小澤　章 農林部　森林整備課　担当幹

都市建設部　管理課　課長補佐
兼　管理担当係長　兼　地籍調査担当係長

職員 保坂　信幸 会計課　課長補佐　兼　会計担当係長

都市建設部　土木課　課長補佐
兼　土木担当係長

職員 皆瀬　聖
都市建設部　都市計画課　課長補佐
兼　街路公園整備担当係長

都市建設部　土木課　課長補佐
兼　土木担当係長

職員 山浦　勝明
都市建設部　土木課　課長補佐
兼　整備計画係長

都市建設部　都市計画課　課長補佐
兼　街路公園整備担当係長

職員 矢島　良幸
真田地域自治センター　建設課　課長補佐
兼　土地改良担当係長

都市建設部　都市計画課　課長補佐
兼　街路公園整備担当係長

職員 堀内　秀之 都市建設部　都市計画課　担当幹

丸子地域自治センター　地域振興課　課長補佐
兼　地域政策担当係長

職員 真壁　章文

丸子地域自治センター　産業観光課　課長補佐
兼　農林振興担当係長
兼　農業委員会事務局　丸子地域事務所
農政農地担当係長

丸子地域自治センター　市民サービス課　課長補佐
兼　福祉担当係長
兼　福祉事務所　丸子市民サービス課　福祉担当係長

職員 高木　涼子

健康こども未来部　健康推進課　課長補佐
兼　地域健康支援担当係長
兼　武石地域自治センター　市民サービス課
地域健康支援担当係長

丸子地域自治センター　市民サービス課　課長補佐
兼　福祉担当係長
兼　福祉事務所　丸子市民サービス課　福祉担当係長

職員 柳沢　勇二
丸子地域自治センター　地域振興課　課長補佐
兼　地域政策担当係長

丸子地域自治センター　産業観光課　課長補佐
兼　農林振興担当係長
兼　農業委員会事務局　丸子地域事務所
農政農地担当係長

職員 久保田　政博

福祉部　高齢者介護課　課長補佐
兼　高齢者支援担当係長
兼　真田地域自治センター　市民サービス課
高齢者支援担当係長
兼　福祉事務所　高齢者介護課　高齢者支援担当係長

真田地域自治センター  市民サービス課  課長補佐
兼  福祉担当係長
兼  福祉事務所  真田市民サービス課　福祉担当係長

職員 宮島　剛 監査委員事務局　局長補佐　兼　次長

真田地域自治センター　建設課　課長補佐
兼　土地改良担当係長

職員 矢沢　克晃 丸子地域自治センター　建設課　担当幹

武石地域自治センター　市民サービス課　課長補佐
兼　生活環境担当係長

職員 中曽根　守充 丸子地域自治センター　市民サービス課　主査

武石地域自治センター　産業建設課　課長補佐
兼　建設管理担当係長

職員 内堀　武夫 丸子地域自治センター　建設課　担当幹

上下水道局　下水道課　課長補佐
兼　下水道維持係長

職員 藤井　哲也 上下水道局　下水道課　主査

下水道維持係長の兼務を解く 職員 田中　靖彦
（上下水道局　下水道課　課長補佐
　兼　下水道建設係長） 兼　下水道維持係長

浄水管理センター　所長補佐
兼　管理担当係長

職員 片上　博 浄水管理センター　主査

教育委員会　教育総務課　課長補佐
兼　教育施設整備担当係長

事務職員 柳沢　淳
真田地域教育事務所　所長補佐
兼　生涯学習担当係長　兼　真田中央公民館次長
兼　政策企画部　交流文化スポーツ課　文化振興担当係長

第一学校給食センター　所長補佐
兼　庶務係長

職員 堀内　司
商工観光部　商工課　課長補佐
兼　池波正太郎真田太平記館　次長

教育委員会　スポーツ推進課　課長補佐
兼　自然運動公園管理事務所長

職員 清水　嘉永
福祉部  福祉課　課長補佐
兼　庶務施設係長
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教育委員会  スポーツ推進課  課長補佐
兼　上田城跡公園体育館管理事務所長

職員 望月　和俊
健康こども未来部　健康推進課　課長補佐
兼　保健予防担当係長

武石地域教育事務所　所長補佐
兼　生涯学習係長　兼　武石公民館次長
兼　政策企画部　交流文化スポーツ課　文化振興担当係長

職員 津久井　剛
生活環境部　廃棄物対策課　課長補佐
兼　廃棄物指導係長

農業委員会事務局　局長補佐
兼　農政農地担当係長

事務職員 小山　厚志
武石地域教育事務所　所長補佐
兼　生涯学習係長　兼　武石公民館次長
兼　政策企画部　交流文化スポーツ課　文化振興担当係長

＜課長補佐昇任＞

秘書課　課長補佐
兼　秘書担当係長　兼　広聴担当係長

職員 山田　晃一 秘書課　秘書担当係長　兼　広聴担当係長

政策企画部　政策企画課　課長補佐
兼　政策企画担当係長

職員 加々井　道男 政策企画部　政策企画課　政策企画担当係長

政策企画部　交流文化スポーツ課　課長補佐
兼　文化振興担当係長

職員 緑川　喜美子 政策企画部　交流文化スポーツ課　文化振興担当係長

上田市交流文化芸術センター  副館長補佐
兼　総務係長

職員 堀内　正哉 上田市交流文化芸術センター  総務係長

財政部　収納管理課　課長補佐
兼　収納担当係長
兼　上田市収納管理センター

職員 小松　弘俊
財政部　収納管理課　収納担当係長
兼　上田市収納管理センター

農林部　農政課　課長補佐
兼　農業振興係長　兼　農業バイオセンター所長

職員 西川　誠
農林部　農政課　農業振興係長
兼　農業バイオセンター所長

豊殿地域自治センター長補佐　兼　庶務企画係長
兼  農村環境改善センター館長
兼  選挙管理委員会事務局
兼  農業委員会事務局  農政農地担当係長

職員 金子　昌弘

豊殿地域自治センター　庶務企画係長
兼  農村環境改善センター館長
兼  選挙管理委員会事務局
兼  農業委員会事務局  農政農地担当係長

真田地域自治センター　市民サービス課　課長補佐
兼　市民窓口担当係長

職員 高寺　秀樹
真田地域自治センター　市民サービス課
市民窓口担当係長

教育委員会  生涯学習・文化財課　課長補佐
兼　生涯学習係長

事務職員 小山　由紀子 教育委員会  生涯学習・文化財課　生涯学習係長

西部公民館　館長補佐　兼　次長 事務職員 中村　文昭 西部公民館次長

上田市立上田図書館　館長補佐　兼　図書係長 事務職員 金田　早苗 上田市立上田図書館　図書係長

丸子地域教育事務所　所長補佐
兼　社会教育係長　兼　丸子公民館次長
兼　政策企画部　交流文化スポーツ課　文化振興担当係長

事務職員 西嶋　一男
丸子地域教育事務所　社会教育係長
兼　丸子公民館次長
兼　政策企画部　交流文化スポーツ課　文化振興担当係長
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○ 係長級

秘書課　秘書担当係長　兼　都市間交流担当係長 職員 三井　正弘 真田地域自治センター　産業観光課　主査

政策企画部　移住定住推進課　結婚支援担当係長
兼　移住定住推進担当係長

職員 西澤　栄明子 秘書課　主査

政策企画部　広報シティプロモーション課　広報担当係長 職員 内海　誠一 政策企画部　政策企画課　主査

総務部　行政管理課　庁舎管理係長 職員 大林　裕治
福祉部　障がい者支援課　主査
兼  福祉事務所  障がい者支援課  兼  社会福祉主事

市民参加協働部　市民参加・協働推進課
地域内分権推進担当係長

職員 伊藤　正道
政策企画部　移住定住推進課　結婚支援担当係長
兼　移住定住推進担当係長

市民参加協働部　市民参加・協働推進課
地域内分権推進担当係長

職員 内藤　睦人 市民参加協働部　市民参加・協働推進課　主査

市民参加協働部　市民課　市民サービス担当係長 事務職員 浅野　美香子 教育委員会　教育総務課　主査

生活環境部　住宅課　住宅整備係長 職員 児玉　二郎 生活環境部　住宅課　主査

福祉部　福祉課　生活支援担当係長
兼　福祉事務所　福祉課　生活支援担当係長

職員 宮下　義徳 都市建設部　管理課　庶務係長

福祉部　障がい者支援課　障がい者支援担当係長
兼　福祉事務所　障がい者支援課　障がい者支援担当係長

職員 小平　克彦
丸子地域自治センター　市民サービス課　福祉担当係長
兼　福祉事務所　丸子市民サービス課　福祉担当係長

福祉部　高齢者介護課　高齢者支援担当係長
兼　真田地域自治センター　市民サービス課
高齢者支援担当係長
兼  福祉事務所  高齢者介護課  高齢者支援担当係長

職員 井澤　俊喜
財政部　収納管理課　主査
兼　上田市収納管理センター

福祉部　高齢者介護課　高齢者支援担当係長
兼  福祉事務所  高齢者介護課  高齢者支援担当係長

職員 矢野　隆一 丸子地域自治センター　産業観光課　主査

福祉部　国保年金課　国民健康保険担当係長 事務職員 前沢　卓 教育委員会　学校教育課　主査

健康こども未来部　健康推進課　保健予防担当係長 職員 戸谷　睦代 総務部　総務課　主査

健康こども未来部　健康推進課　地域医療担当係長
兼　内科・小児科初期救急センター　業務係長

事務職員 白鳥　隆 教育委員会　学校教育課　放課後こども育成係長

上田市立産婦人科病院  看護課  看護担当係長
兼　副師長

職員 関　美智枝 上田市立産婦人科病院  看護課  主任

都市建設部　管理課　庶務係長 職員 両角　啓之 総務部　総務課付　係長

真田地域自治センター　産業観光課
観光商工担当係長の兼務を解く

職員 田中　真
（都市建設部　建築課　建築担当係長）
　兼　真田地域自治センター　産業観光課
　観光商工担当係長

川西地域自治センター　庶務企画係長
兼　選挙管理委員会事務局
兼  農業委員会事務局  農政農地担当係長

職員 酒井　甚子 市民参加協働部　市民課　市民サービス担当係長

真田地域自治センター　産業観光課　観光商工担当係長 職員 伊藤　岳彦 真田地域自治センター　地域振興課　主査

武石地域自治センター　産業建設課　商工観光担当係長 職員 宮下　順一 武石地域自治センター　産業建設課　主査

建設管理担当係長の兼務を解く 職員 林　英夫

（武石地域自治センター  産業建設課
　農林振興担当係長） 兼  建設管理担当係長
（兼  農業委員会事務局  武石地域事務所
　農政農地担当係長）

教育委員会　学校教育課　放課後こども育成係長 職員 堀内　拓郎 秘書課　秘書担当係長　兼　都市間交流担当係長

教育委員会　生涯学習・文化財課　人権同和教育係長 職員 宮島　礼子 健康こども未来部　健康推進課　主査
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中央公民館次長　兼　上田文化会館次長 職員 大木　伸司 財政部　税務課　主査

上野が丘公民館次長 職員 小林　正樹
市民参加協働部　市民参加・協働推進課
地域内分権推進担当係長

上田情報ライブラリー次長 職員 大林　美峰 政策企画部　広報シティプロモーション課　主査

上田市立博物館　庶務学芸係長　兼　丸子郷土博物館長 事務職員 松﨑　訓央 上田市立博物館　主査　兼　丸子郷土博物館

真田地域教育事務所　生涯学習担当係長
兼　真田中央公民館次長
兼　政策企画部　交流文化スポーツ課　文化振興担当係長

事務職員 小山　寿広 真田地域教育事務所　主査　兼　真田中央公民館

監査委員事務局　次長 職員 伊藤　亜矢子 監査委員事務局　主査

上田地域広域連合派遣（会計室　出納係長）
兼　会計課　会計担当係長

職員 小場　優子 福祉部　高齢者介護課　主査
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○ 部長級（職層職：参事に補する）

川西公民館長　事務取扱を解く 事務職員 中村　栄孝
（教育次長）
　川西公民館長　事務取扱

○ 課長級（職層職：主幹に補する）

川西公民館長
兼　川西地域自治センター　地域振興政策幹

職員 上原　晶 議会事務局　次長補佐　兼　議会担当係長

○ 係長級

議会事務局　議会担当係長 職員 吉澤　由希 政策企画部　広報シティプロモーション課　広報担当係長

＜平成３０年４月２６日付人事異動の発令について＞

３　出向発令については、市長、他の任命権者からそれぞれ人事通知書が交付されるので留意すること。

平成３０年４月２６日付　人事異動内示

１　市長名の人事通知書の交付は、平成３０年４月２６日(木)に、次により行うので内示の際に本人に通知すること。

　(１) 係長級以上の職員については、午前９時から本庁舎３階第二応接室において行うので、午前８時５０分までに秘書課に
　　　集合すること。

２　行政委員会等の人事通知書の交付については、市長部局に準じて当該委員会事務局等で定め、本人に通知すること。
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