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令和 4年度定期人事異動 

令和 4年 4月 1日付 

 

[宇部市水道局] 

 次長級                      （2人） 

（新） 氏   名 （旧） 

次長 

（兼）財務課主幹（工事検査担当） 

（兼）水道広域推進室副室長 

沼 寿実男 

次長 

浄水課長事務取扱 

（兼）水道広域推進室副室長 

次長 

総務企画課長事務取扱 
中村 浩二 総務企画課長 

 

課長級                        （4人） 

（新） 氏   名 （旧） 

財務課長 礒部 覚 財務課主幹 

給排水課長 久保 勉 
上水道整備課副主幹 

（兼）上水道整備課配水１係長 

上水道整備課長 石川 一清 浄水課副課長 

浄水課長 山本 晃広 
浄水課副主幹 

（兼）浄水課施設係長 

 

課長補佐級                    （6人） 

（新） 氏   名 （旧） 

総務企画課副課長 

（兼）水道広域推進室副主幹 
田中 則之 

総務企画課副課長 

総務企画課職員係長事務取扱 

財務課副課長 

（兼）水道広域推進室副主幹 
久保 孝 

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 

営業課副主幹 

（兼）営業課調定係長 
松岡 千晶 営業課調定係長 

浄水課副課長 

浄水課施設係長事務取扱 
井本 芳樹 

上水道整備課副主幹 

（兼）上水道整備課配水３係長 

浄水課副主幹 

（兼）浄水課浄水係長 
後山 慎一 浄水課浄水係長 

給排水課副課長 髙橋 均 給排水課排水設備指導係長 

 

係長級                      （13人） 

（新） 氏   名 （旧） 

総務企画課総務企画係長 松本 信昭 総務企画課総務企画係主査 

総務企画課総務企画係主査 徳茂 慎二 上水道整備課配水３係主務主任 

総務企画課職員係長 森原 江美子 総務企画課総務企画係長 

総務企画課職員係（係長同格） 藤本 健二 総務企画課総務企画係（係長同格） 

財務課財政係長 松井 宏修 財務課管財係主務主任 

営業課窓口係（係長同格） 上田 卓也 営業課調査サービス係（係長同格） 

給排水課給水装置係長 正木 満太郎 上水道整備課配水２係主務主任 
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給排水課排水設備指導係長 平佐 明紀 給排水課主査 

上水道整備課配水１係長 縄田 栄二 上水道整備課配水３係主任 

上水道整備課配水２係長 飯田 誠 上水道整備課配水１係主任 

上水道整備課配水３係長 三輪 順和 上水道整備課配水２係主任 

上水道整備課漏水防止係（係長同格） 足立 正 営業課調査サービス係長 

浄水課操作係（係長同格） 河本 伸也 営業課料金係（係長同格） 

 

主務主任級                    （4人） 

（新） 氏   名 （旧） 

総務企画課総務企画係主務主任 秋本 直美 営業課窓口係主務主任 

営業課料金係主務主任 西村 崇 上水道整備課工事管理係主務主任 

上水道整備課工事管理係主務主任 戸倉 徹也 営業課窓口係主務主任 

上水道整備課配水１係主務主任 矢幡 和勝 浄水課施設係主務主任 

 

主任級                      （17人） 

（新） 氏   名 （旧） 

総務企画課総務企画係主任 藤槻 ひとみ 財務課財政１係主任 

財務課財政係主任 増重 浩二 財務課財政１係主任 

営業課窓口係主任 岩本 寛 営業課調査サービス係主任 

営業課窓口係主任 西村 優衣 営業課調査サービス係主任 

営業課窓口係主任 藤崎 竜太郎 浄水課操作係主任 

営業課料金係主任 石井 達也 総務企画課職員係主任 

給排水課給水装置係主任 溝邊 雅人 浄水課操作係主任 

上水道整備課配水１係主任 小川 智久 上水道整備課配水２係主任 

上水道整備課配水２係主任 福永 和彦 給排水課給水装置係主任 

上水道整備課配水２係主任 古川 泰 営業課調査サービス係主任 

上水道整備課配水３係主任 山下 勝久 上水道整備課配水１係主任 

上水道整備課配水３係主任 岩崎 真二 上水道整備課漏水防止係主任 

上水道整備課配水３係主任 岡村 正徳 浄水課操作係主任 

上水道整備課漏水防止係主任 白石 正明 浄水課操作係主任 

浄水課施設係主任 村上 篤史 上水道整備課配水１係主任 

浄水課操作係主任 池田 肇 上水道整備課漏水防止係主任 

浄水課操作係主任 村井 雄一 上水道整備課配水３係主任 

 

係員                       （1人） 

（新） 氏   名 （旧） 

浄水課施設係 中野 彰 営業課料金係 
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［宇部市長部局］                            令和 4年 3月 31日付 

主務主任級                     (1人） 

（新） 氏   名 （旧） 

宇部市へ出向 藤崎 浩史 下水道施設課主務主任 

 

主任級                      （1人） 

（新） 氏   名 （旧） 

宇部市へ出向 松谷 孝幸 下水道施設課主任 

 

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

部長級                       （1人） 

（新） 氏   名 （旧） 

宇部市へ出向 杉本 秀一 副局長 

 

次長級                       （1人） 

（新） 氏   名 （旧） 

宇部市へ出向 岡本 茂樹 次長 

 

課長級                       （4人） 

（新） 氏   名 （旧） 

宇部市へ出向 上村 圭二 財務課長 

宇部市へ出向 白石 徹 下水道企画室長 

宇部市へ出向 岡田 英治 下水道整備課長 

宇部市へ出向 川崎 一利 下水道施設課長 

 

課長補佐級                     （5人） 

（新） 氏   名 （旧） 

宇部市へ出向 中山 靖彦 財務課副課長 

宇部市へ出向 姫田 剛志 給排水課副課長 

宇部市へ出向 若崎 真和 下水道企画室副室長 

宇部市へ出向 大道 浩史 下水道整備課副課長 

宇部市へ出向 河野 剛 下水道施設課副課長 

 

係長級                      （10人） 

（新） 氏   名 （旧） 

宇部市へ出向 鹿崎 淳一 財務課財政２係長 

宇部市へ出向 小林 千晃 下水道企画室主査 

宇部市へ出向 久富 博志 下水道整備課維持管理係長 

宇部市へ出向 田丸 聡 
下水道整備課下水道整備係長（新設・雨

水担当） 

宇部市へ出向 中尾 和武 下水道整備課下水道整備係長（改築担当） 

宇部市へ出向 友末 健治 下水道施設課管理係長 

宇部市へ出向 星野 祐一 下水道施設課保全係長 
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宇部市へ出向 西田 重晴 下水道施設課施設１係長 

宇部市へ出向 井村 幸司 下水道施設課施設２係長 

宇部市へ出向 門植 世司郎 下水道施設課主査 

 

主務主任級                    （11人） 

（新） 氏   名 （旧） 

宇部市へ出向 野村 美正 下水道整備課主務主任 

宇部市へ出向 上野 慎二 下水道整備課主務主任 

宇部市へ出向 西田 敏夫 下水道施設課主務主任 

宇部市へ出向 橋本 勝幸 下水道施設課主務主任 

宇部市へ出向 藤本 貴美 下水道施設課主務主任 

宇部市へ出向 山田 政幸 下水道施設課主務主任 

宇部市へ出向 清水 正信 下水道施設課主務主任 

宇部市へ出向 谷村 明宏 下水道施設課主務主任 

宇部市へ出向 山田 信彦 下水道施設課主務主任 

宇部市へ出向 藤本 光一 下水道施設課主務主任 

宇部市へ出向 西田 哲也 下水道施設課主務主任 

 

主任級                      （31人） 

（新） 氏   名 （旧） 

宇部市へ出向 田代 克己 財務課主任 

宇部市へ出向 中村 博文 下水道企画室主任 

宇部市へ出向 正木 徹 下水道企画室主任 

宇部市へ出向 久光 保夫 下水道整備課主任 

宇部市へ出向 浅野 孝之 下水道整備課主任 

宇部市へ出向 佐々木 伸年 下水道整備課主任 

宇部市へ出向 柴田 邦和 下水道整備課主任 

宇部市へ出向 米田 拓央 下水道整備課主任 

宇部市へ出向 河上 眞由美 下水道整備課主任 

宇部市へ出向 伊藤 英孝 下水道整備課主任 

宇部市へ出向 山根 純子 下水道整備課主任 

宇部市へ出向 内田 涼太郎 下水道整備課主任 

宇部市へ出向 米田 知代 下水道施設課主任 

宇部市へ出向 岡﨑 俊憲  下水道施設課主任 

宇部市へ出向 渡辺 亮 下水道施設課主任 

宇部市へ出向 田中 克彦 下水道施設課主任 

宇部市へ出向 三浦 正平 下水道施設課主任 

宇部市へ出向 矢原 元気 下水道施設課主任 

宇部市へ出向 大熊 崇司 下水道施設課主任 

宇部市へ出向 荒川 和也 下水道施設課主任 

宇部市へ出向 海上 哲也 下水道施設課主任 

宇部市へ出向 縄田 貴士 下水道施設課主任 

宇部市へ出向 藤井 則文 下水道施設課主任 

宇部市へ出向 日隈 智和 下水道施設課主任 
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宇部市へ出向 藤田 康孝 下水道施設課主任 

宇部市へ出向 田中 純 下水道施設課主任 

宇部市へ出向 竹田 翔吾 下水道施設課主任 

宇部市へ出向 吉武 賢二 下水道施設課主任 

宇部市へ出向 河野 友和 下水道施設課主任 

宇部市へ出向 有田 秀昭 下水道施設課主任 

宇部市へ出向 重見 泰弘 下水道施設課主任 

 

係員                        （4人） 

（新） 氏   名 （旧） 

宇部市へ出向 栗山 佑生 下水道整備課 

宇部市へ出向 中森 雄太 下水道施設課 

宇部市へ出向 西田 晴信 下水道施設課 

宇部市へ出向 藤井 智弘 下水道施設課 

 

再任用                                     令和 4年 4月 1日付 

                         （4人） 

（新） 氏   名 （旧） 

宇部市へ出向 田村 信雄 下水道施設課 

宇部市へ出向 藤井 宏 下水道施設課 

宇部市へ出向 野村 敏則 下水道施設課 

宇部市へ出向 濱野 浩二 下水道施設課 
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［退職］                                令和 4年 3月 31日付 

次長級                      （1人） 

（新） 氏   名 （旧） 

 中村 篤 
次長 

給排水課長事務取扱 

 

課長級                        （1人） 

（新） 氏   名 （旧） 

 坂田 博文 上水道整備課長 

 

係長級                      （2人） 

（新） 氏   名 （旧） 

 山西 正弘 給排水課給水装置係長 

 今中 伸行 上水道整備課配水２係長 

 

 

[採用]                                     令和 4年 4月 1日付 

                         （5人） 

（新） 氏   名 （旧） 

総務企画課総務企画係 坂本 詩織 新規採用 

財務課財政係 山本 直哉 新規採用 

営業課窓口係 岡本 卓 新規採用 

上水道整備課配水１係 穐田 佳歩 新規採用 

浄水課操作係 森田 空斗 新規採用 

 

 

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

                         （3人） 

（新） 氏   名 （旧） 

財務課主査 坂田 博文  

給排水課給水装置係 今中 伸行  

給排水課排水設備指導係 山西 正弘  

 

 

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

                        （1人） 

（新） 氏   名 （旧） 

営業課窓口係 中尾 智 営業課調査サービス係 

 

 


