
昇格者２名

氏名

1 総務部 部長 力丸　英次 経営企画部 理事（宗像地区事務組合）

2 総務部 危機管理担当部長 的野　仁視 総務部 危機管理交通担当部長

3 経営企画部 理事（宗像地区事務組合） 堤　一成 市民協働環境部 文化スポーツ担当部長

4 健康福祉部 部長 林田　真基子 健康福祉部 健康課 課長

5 都市整備部 部長 増野　静雄 都市建設部 都市再生担当部長

6 都市再生部 部長 髙﨑　浩 総務部 人事課 課長

7 教育子ども部 部長 中村　時広 教育子ども部
教育子ども部理事兼
学校管理課長

昇格者７名

1 総務部 総務課デジタル化推進室 室長 尾園　博保 経営企画部
経営企画課
行革アセットマネジメント推進室 行政改革係長

2 総務部 人事課 課長 中村　博二 経営企画部 経営企画課 課長

3 総務部 秘書政策課 課長 宮野　辰治 市民協働環境部 コミュニティ協働推進課 主幹兼コミュニティ係長

4 総務部 市民課 課長 早川　ちさと 教育子ども部 子ども家庭課 課長

5 総務部 市民課 参事兼市民係長 川口　貴史 総務部 総務課 参事

6 総務部 契約検査課 課長 早川　靖彦 健康福祉部 高齢者支援課 課長

7 総務部 危機管理課 課長 仁木　完治 総務部 契約検査課 課長

8 経営企画部 経営企画課 課長 飯野　英明 産業振興部 商工観光課 課長

9 経営企画部 財政課 課長 安部　真 経営企画部 財政課 課長兼財政係長

10 経営企画部
財政課
ふるさと寄附推進室

室長兼ふるさと寄附係長 立花　裕二 総務部 秘書政策課 課長

11 経営企画部 収納課 課長 城戸　正信 総務部 交通対策課 課長

12 市民協働環境部 文化スポーツ課 課長 久保　謙司 教育子ども部 教育政策課 参事兼社会教育主事

13 市民協働環境部 文化スポーツ課 参事 廣渡　惠三 市民協働環境部 文化スポーツ課 参事兼スポーツ政策係長

14 健康福祉部 福祉課 課長 花田　美憲 健康福祉部 福祉課 主幹兼保健福祉総務係長

15 健康福祉部 健康課 課長 西川　美樹 健康福祉部 健康課 参事兼健康サポート係長

16 健康福祉部 高齢者支援課 課長 山口　哲司 健康福祉部 高齢者支援課
参事(宗像市地域包括支援セン
ター長)兼地域包括ケア推進係
長

17 健康福祉部 高齢者支援課
参事(宗像市地域包括支援セ
ンター長)兼地域包括ケア推進
係長

髙宮　千秋 健康福祉部 高齢者支援課 主幹兼地域包括ケア推進係長

18 都市整備部 都市計画課 課長 髙山　正利 都市建設部 都市計画課 課長

19 都市整備部 施設整備課 課長 内田　康一 都市建設部 施設整備課 課長兼施設整備係長

20 都市整備部 維持管理課 課長兼用地係長 東　貴司 都市建設部 維持管理課 課長

21 都市整備部 下水道課 課長 楠　芳一 都市建設部 建築課 課長

22 都市再生部 都市再生課 課長 内田　忠治 都市建設部 都市再生課 課長

23 都市再生部 都市再生課 参事兼地域政策係長 許斐　知加 都市建設部 都市計画課 主幹兼都市計画係長

24 都市再生部 建築課 課長 楠　芳哉 経営企画部 収納課 課長

25 産業振興部 商工観光課 課長 松井　武 経営企画部 財政課 参事兼ふるさと寄附係長

26 産業振興部 元気な島づくり課 課長 高山　優徳 産業振興部 商工観光課 参事兼元気な島づくり係長

人事異動者名簿（部課長級）

（令和３年４月１日付）

昇格者は網かけ（部長級）

（課長級） 昇格者は網かけ

新任 旧任
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氏名新任 旧任

27 産業振興部 元気な島づくり課 参事 鵜狩　滋 市民協働環境部 文化スポーツ課 主幹兼市民文化係長

28 教育子ども部 教育政策課 課長 八木　直行 市民協働環境部 文化スポーツ課 課長兼スポーツ推進係長

29 教育子ども部 教育政策課 指導主事 瀧口　博章

30 教育子ども部 学校管理課 課長 髙倉　庸輔 教育子ども部 子ども支援課 課長

31 教育子ども部 図書課 課長 惠谷　英之 健康福祉部 福祉課 課長

32 教育子ども部 世界遺産課 課長 青木　隆一 市民協働環境部 世界遺産課 課長

33 教育子ども部 世界遺産課 参事兼文化財係長 白木　英敏 市民協働環境部 文化財課
参事兼文化財係長兼
世界遺産課参事

34 教育子ども部 子ども育成課 課長 中野　道子 教育子ども部 教育政策課 課長

35 教育子ども部 子ども支援課 課長 本田　和徳 教育子ども部 子ども育成課 課長兼グローバル人材育成係長

36 教育子ども部 子ども支援課 参事兼子ども相談係長 有吉　富美子 教育子ども部 子ども支援課 主幹兼子ども相談係長

37 教育子ども部 子ども家庭課 課長 田中　純 総務部 防災企画課 課長

福岡県教育委員会
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