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令和 3年度定期人事異動 

令和 3年 4月 1日付 

 

宇部市上下水道局 

 

次長級                     （2人） 

（新） 氏   名 （旧） 

次長 岡本 茂樹 
次長 

下水道企画室長事務取扱 

次長 

浄水課長事務取扱 

（兼）水道広域推進室副室長 

沼 寿実男 浄水課長 

 

課長級                       （6人） 

（新） 氏   名 （旧） 

総務企画課長 中村 浩二 営業課長 

財務課長 上村 圭二 宇部市から出向 

財務課主幹 礒部 覚 
財務課副主幹 

（兼）財政１係長 

営業課長 濱原 資彦 総務企画課長 

下水道企画室長 白石 徹 宇部市から出向 

下水道施設課長 川崎 一利 宇部市から出向 

 

課長補佐級                   （8人） 

（新） 氏   名 （旧） 

総務企画課副課長 

総務企画課職員係長事務取扱 
田中 則之 

総務企画課副課長 

総務企画課総務企画係長事務取扱 

（兼）水道広域推進室副主幹 

財務課副課長 

財務課財政１係長事務取扱 

（兼）水道広域推進室副主幹 

久保 孝 
総務企画課副課長 

総務企画課職員係長事務取扱 

営業課副課長 

（兼）水道広域推進室副主幹 
大林 裕幸 

営業課副主幹 

（兼）営業課調定係長 

営業課副主幹 

（兼）営業課料金係長 
池田 悌則 上水道整備課工事管理係長 

上水道整備課副主幹 

（兼）上水道整備課配水３係長 
井本 芳樹 上水道整備課配水３係長 

浄水課副課長 石川 一清 
浄水課副課長 

浄水課施設係長事務取扱 

浄水課副主幹 

（兼）浄水課施設係長 
山本 晃広 水道広域推進室副主幹 

下水道施設課副課長 河野 剛 宇部市から出向 
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係長級                     （10人） 

（新） 氏   名 （旧） 

総務企画課総務企画係長 森原 江美子 総務企画課職員係（係長同格） 

総務企画課総務企画係主査 松本 信昭 営業課調定係主任 

総務企画課職員係（係長同格） 山本 小百合 財務課管財係（係長同格） 

財務課財政２係長 鹿崎 淳一 財務課財政２係主査 

営業課調定係長 松岡 千晶 営業課窓口係長 

営業課窓口係長 芝尾 尚美 財務課財政１係（係長同格） 

上水道整備課工事管理係長 黒田 敏文 営業課料金係長 

下水道整備課維持管理係長 久富 博志 宇部市から出向 

下水道施設課保全係主査 門植 世司郎 下水道施設課施設２係長 

下水道施設課施設２係長 井村 幸司 下水道施設課主任 

 

主務主任級                   （2人） 

（新） 氏   名 （旧） 

営業課窓口係主務主任 前野 美子 営業課調査サービス係主務主任 

下水道整備課主務主任 上野 慎二 宇部市から出向 

 

主任級                     （8人） 

（新） 氏   名 （旧） 

総務企画課総務企画係主任 嶋渡 敦史 営業課窓口係主任 

財務課財政１係主任 増重 浩二 総務企画課総務企画係主任 

財務課管財係主任 池村 祐子 営業課窓口係主任 

営業課調定係主任 師井 英明 総務企画課総務企画係主任 

営業課窓口係主任 久保 由紀 営業課調査サービス係主任 

営業課調査サービス係主任 古川 泰 浄水課操作係主任 

下水道整備課主任 佐々木 伸年 宇部市から出向 

下水道整備課主任 河上 眞由美 宇部市から出向 

 

係員                      （2人） 

（新） 氏   名 （旧） 

浄水課操作係 後藤 広一 下水道施設課施設２係 

下水道整備課 栗山 佑生  宇部市から出向 

 

［宇部市長部局］                            令和 3年 4月 1日付 

課長級                     （1人） 

（新） 氏   名 （旧） 

宇部市へ出向 田中 芳和 下水道施設課長 

 

課長補佐級                   （1人） 

（新） 氏   名 （旧） 

宇部市へ出向 三隅 浩俊 下水道施設課副課長 
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係長級                     （2人） 

（新） 氏   名 （旧） 

宇部市へ出向 山本 郁江 財務課財政２係長 

宇部市へ出向 池森 圭治 下水道整備課維持管理係長 

 

主任級                     （2人） 

（新） 氏   名 （旧） 

宇部市へ出向 小林 孝輔 下水道整備課主任 

宇部市へ出向 野村 英利 下水道整備課主任 

 

［退職］                                令和 3年 3月 31日付 

部長級                     （1人） 

（新） 氏   名 （旧） 

 溝部 貢平 
副局長 

水道広域推進室長事務取扱 

 

次長級                     （1人） 

（新） 氏   名 （旧） 

 松岡 哲也 
次長 

財務課長事務取扱 

 

課長補佐級                   （１人） 

（新） 氏   名 （旧） 

 野村 章次 営業課副課長 

 

係長級                     （2人） 

（新） 氏   名 （旧） 

 日高 和浩 営業課料金係（係長同格） 

 中尾 智 営業課調査サービス係（係長同格） 

 

主務主任級                   （１人） 

（新） 氏   名 （旧） 

 杉本 浩幸 総務企画課総務企画係主務主任 

 

［再任用（新規）］                            令和 3年 4月 1日付 

                        （2人） 

（新） 氏   名 （旧） 

副局長 

水道広域推進室長事務取扱 
溝部 貢平  

営業課調査サービス係 中尾 智  

 


