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新　任 氏　名 旧　任

【部長級】
総合政策部長 山本　伸治 企画総務部長

総合政策部次長（財務） 落合　　浩 財務部参事（公共施設調整担当）（兼）契約管財室長
（兼）工事検査監

生活文化部長 佐久間利夫 健康福祉部長
生活文化部次長（文化振興）・関支所長 嶋村　明彦 市民文化部文化振興局長
生活文化部参事（地域まちづくり協議会推進担当）
（兼）まちづくり協働課長（兼）地域まちづくり推進
チームリーダー

深水　隆司
市民文化部参事（地域まちづくり協議会推進担当）
（兼）地域づくり支援室長（兼）地域まちづくり推進
チームリーダー

健康福祉部理事（健康都市推進担当）（再任用） 上田　寿男 財務部長
健康福祉部長（兼）福祉事務所長 井分　信次 企画総務部危機管理局長
健康福祉部次長（子ども・子育て）（兼）教育委員会
事務局参事 伊藤　早苗 健康福祉部子ども総合センター長（兼）教育委員会

事務局参事
産業建設部長 大澤　哲也 教育委員会事務局教育次長
産業建設部次長（駅前整備） 亀渕　輝男 建設部参事（駅前再開発担当）（兼）建築開発室長
産業建設部参事（公共事業推進担当）（兼）土木課長 服部　政徳 建設部道路整備室長
産業建設部参事（都市計画担当）（兼）都市整備課長 草川　保重 国土交通省
上下水道部長 宮﨑　哲二 建設部上下水道局長
危機管理監 久野　友彦 市民文化部関支所長

【課長級】
総合政策部政策課付副参事（鈴鹿亀山地区広域連合派遣） 岡安　賢二 医療センター事務局医事管理室長
総合政策部政策課長 豊田　達也 企画総務部企画政策室長
総合政策部総務課長（兼）公平委員会事務職員 笠井　武洋 企画総務部総務法制室長（兼）公平委員会事務職員
総合政策部財務課長 田中　直樹 財務部財政行革室長

総合政策部財務課副参事（契約・入札担当） 岩佐　　亨 財務部工事検査監（兼）設計審査監（兼）副参事
（契約・入札担当）

問合先
総務課人事給与グループ
（☎84－5031）

市長部局

〈副市長に西口昌利氏が就任〉
　広森繁前副市長（３月31日退任）の後任に、西口昌利氏が４月１日付けで就任しました。
　この度、副市長に就任することになり、その職責の重さに身の引き締まる思いです。微力では
ございますが、これまでの経験を生かし、職員の先頭に立ち、市長を補佐し、第２次亀山市総合計
画の将来都市像である『歴史・ひと・自然が心地よい　緑の健都 かめやま』を目指して、職務に精
励してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

平成30年４月１日付け人事異動職員のうち、課長級以上についてお知らせします。

４月１日付け

経
歴
昭和33年11月24日生まれ（59歳）、昭和58年４月旧関町に奉職。
上下水道部下水道室長、企画総務部危機管理局長、環境産業部長等を歴任。平成30年３月に亀山市を退職

　平成30年度は、昨年に始動した「第２次亀山市総合計画」を次の段階へ進める年とするため、行政経営
のスローガンを「展開の年」と位置付けています。また、新しい時代を迎えつつある中で社会の変化に適応
し、市行政の将来の基礎となる人材育成の環境を整える意味でも、組織・機構の再編を実施します。

【基本方針】　 ねらい①　 第２次亀山市総合計画に掲げた施策を着実に推進する組織とする
 　　　　　　ねらい② 　職員のマネジメント能力を育成・強化する仕組みを構築する
　　　　　　 ねらい③　 人事交流等による組織の活性化を図る

亀山市職員人事異動
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総合政策部工事検査監（兼）設計審査監 松永　政司 建設部上下水道局下水道室長
総合政策部税務課長 辻村　俊孝 企画総務部付副参事（鈴鹿亀山地区広域連合派遣）
総合政策部税務課市民税G副参事（兼）GL 落合　啓介 財務部税務室副室長
総合政策部税務課収納対策G副参事（兼）GL 木﨑　保光 財務部納税室長
生活文化部まちづくり協働課市民協働G副参事（兼）GL 北川　明美 市民文化部関支所地域サービス室長

生活文化部市民課長 桜井　伸仁 市民文化部保険年金室長（兼）健康福祉部副参事
（特定健康診査・特定保健指導担当）

生活文化部市民課戸籍住民G副参事（兼）GL 高嶋　美季 市民文化部戸籍市民室長
生活文化部環境課長 谷口　広幸 環境産業部農政室長（兼）農業委員会事務局長
生活文化部環境課環境創造G副参事（兼）GL 石垣　　忠 環境産業部環境保全室長
生活文化部文化スポーツ課長（兼）スポーツ推進GL 小林　恵太 市民文化部文化振興局文化スポーツ室長
生活文化部文化スポーツ課まちなみ文化財G副参事 山口　昌直 市民文化部文化振興局まちなみ文化財室長
生活文化部文化スポーツ課歴史博物館長 小林　秀樹 市民文化部文化振興局文化スポーツ室歴史博物館長
生活文化部地域観光課長（兼）観光交流GL 木田　博人 市民文化部関支所観光振興室長
健康福祉部地域福祉課長 大泉　明彦 企画総務部広報秘書室長
健康福祉部長寿健康課長（兼）医療センター地域医療部
地域医療課長 小森　達也 健康福祉部長寿健康づくり室長（兼）医療センター

地域医療部地域医療室長
健康福祉部長寿健康課健康づくりG副参事（兼）GL 駒谷みどり 健康福祉部長寿健康づくり室副参事（地域包括

支援センター長）
健康福祉部長寿健康課高齢者支援G付副参事（鈴鹿
亀山地区広域連合派遣） 藤本　泰子 健康福祉部長寿健康づくり室付主幹（鈴鹿亀山

地区広域連合派遣）
健康福祉部子ども未来課長（地域子育て支援センター長） 宇野　　勉 健康福祉部子ども総合センター子ども支援室長
産業建設部産業振興課長（兼）農業委員会事務局長 富田真左哉 環境産業部商工業振興室長
産業建設部産業振興課農業G副参事（兼）GL（兼）
農業委員会事務局次長 鳥喰　教義 建設部上下水道局上水道室長

産業建設部産業振興課森林林業G副参事（兼）GL 村田　　博 環境産業部森林林業室長
産業建設部用地管理課長（兼）土地開発公社事務局長 村山　成俊 建設部用地管理室長（兼）土地開発公社事務局長
産業建設部都市整備課副参事・建築主事・建築監視員 中根　大宇 三重県
産業建設部都市整備課住まい推進G副参事（兼）GL 鳥居　和紘 建設部営繕住宅室長
産業建設部都市整備課亀山駅前整備G副参事（兼）GL 橋場　徹廣 建設部都市計画室長
上下水道部上水道課長 杉本　良則 環境産業部廃棄物対策室長
上下水道部上水道課上水道工務G副参事（兼）GL 山内　光広 環境産業部農政室副室長
上下水道部下水道課長 松尾　　敏 建設部維持修繕室長
防災安全課長（兼）防災安全GL 駒田　博之 消防本部予防室長
会計管理者（兼）会計課長（兼）出納GL 渡邉　知子 市民文化部文化振興局共生社会推進室長
議会事務局議事調査課長 渡邉　靖文 議会事務局議事調査室長

監査委員事務局長（兼）監査GL 青木　正彦 健康福祉部子ども総合センター子ども家庭室長
（地域子育て支援センター長）

選挙管理委員会事務局長（兼）選挙管理GL 松村　　大 選挙管理委員会事務局長
【園長】
第一愛護園長（再任用） 大井　弓子 第一愛護園長
和田保育園長 小川　敦子 第二愛護園長

【部長級】
教育委員会事務局教育部長 草川　吉次 企画総務部人事情報室長
教育委員会事務局参事（図書館建設担当）（兼）生涯
学習課長 亀山　　隆 教育委員会事務局生涯学習室長

【課長級】
教育委員会事務局教育総務課長（兼）施設・保健給食GL 原田　和伸 教育委員会事務局教育総務室長
教育委員会事務局学校教育課長 西口　昌毅 教育委員会事務局学校教育室長

【園長】
亀山幼稚園長 朝熊久美子 亀山東幼稚園長
亀山東幼稚園長 宮﨑　智子 和田保育園長

教育委員会部局

※Gはグループの略、GLはグループリーダーの略
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【部長級】
消防本部消防長（兼）消防部長 平松　敏幸 消防本部消防次長（兼）消防署参事
消防署消防署長 豊田　邦敏 消防本部消防救急室長

【課長級】
消防本部消防総務課長 豊田　達也 消防本部消防総務室長
消防本部予防課長 原　　博幸 消防署指揮支援隊長
消防本部情報指令課長 國分　　豊 消防本部情報指令室長
消防署亀山消防署北東分署長 櫻井　　正 消防署亀山消防署関分署長
消防署警防課長 倉田　利彦 企画総務部危機管理局危機管理室長
消防署亀山消防署関分署長（兼）消防第1G�GL 坂　　裕哉 消防署亀山消防署北東分署長

【院長】

院長（兼）薬剤部長 谷川　健次 診療部長（兼）外科部長（兼）臨床検査室長（兼）
リハビリテーション室長

【診療部】
診療部長（新規採用） 竹田　　啓
内科部長（新規採用） 山本　政和
【薬剤部】
副薬剤部長（兼）薬剤課長 小林　浩之 副薬剤部長
【技術部】
技術部長 辻本　一登 技師長（兼）臨床工学室長
技術課長（兼）臨床工学GL 渕本　　徹 臨床工学室主任臨床工学技士
技術課副参事（兼）放射線GL（兼）臨床検査GL 川邉　一晶 放射線室長
【看護部】
看護部長 髙倉　定美 副看護部長（兼）訪問看護室長（兼）地域医療部看護師長
副看護部長（兼）中央看護課長 瀬川　延子 中央看護室看護師長
看護師長（入退院担当）（兼）地域医療部地域医療課
看護師長（兼）地域連携GL 水谷　淑子 訪問看護室副看護師長
西病棟看護課長（兼）看護師長 深水　ゆり 西病棟看護室看護師長
東病棟看護課長（兼）看護師長 桜井　エミ 東病棟看護室看護師長
【地域医療部】
地域医療部長（兼）病院総務課長（兼）健康福祉部参事 古田　秀樹 事務局長（兼）地域医療部長（兼）健康福祉部参事
訪問看護ステーション所長 小寺久美子 看護部看護師長（入退院担当）（兼）地域連携室長

西口　昌利 環境産業部長
松本　昭一 建設部長
上田　寿男 財務部長
坂口　一郎 市民文化部長
水谷　和久 健康福祉部参事（兼）福祉事務所長（兼）地域福祉室長
丸本　敏文 財務部税務室長
神山　艶子 健康福祉部子ども総合センター子ども家庭室副参事
西口美由紀 会計管理者（兼）出納室長
宮﨑　吉男 監査委員事務局長
大井　弓子 第一愛護園長
後藤麻知子 昼生保育園長
徳田　浩一 教育委員会事務局教育研究室長
松上　崇子 みずほ台幼稚園長
中根　英二 消防本部消防長
草川　勝秀 消防署亀山消防署長
今井　俊積 医療センター院長（兼）薬剤部長
前川　弘美 医療センター看護部長

退職職員

消防部局

医療センター

※Gはグループの略、GLはグループリーダーの略


