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公募委員を募集します

令和4年度定期人事異動（4/1付）
�問人事課（内線7623）

【部長級】▶白子 高史 行政統括監　▶金井 信
之 市長公室長　▶日向 誠 総合政策部長　▶
齋藤 綱紀 総合政策部公共施設事業調整担当
部長　▶深堀 晴彦 財務部長( 兼土地開発公
社)　▶新井 道彦 総務部付担当部長《春日部
市社会福祉協議会派遣》　▶波多野 康治 環境
経済部長　▶渡辺 隆之 都市整備部長　▶島
田 力 消防長　▶仙波 宏幸 医療センター事務
部長　▶樋口 智 水道部長( 水道事業管理者
職務代理者)　▶中島 拓 学校教育部長　▶大
川 裕之 社会教育部長　▶桜井 厚 議会事務局
長　▶小谷 啓敏 監査委員事務局長

【次長級】▶鈴木 健司 市長公室次長兼防災対
策課長兼防災センター所長　▶松本 英彦 総
合政策部参事兼シティセールス広報課長　▶
紺野 善一郎 総合政策部公共施設事業調整担
当次長兼公共施設事業調整課長　▶髙山 宏一 
財務部次長兼収納管理課長　▶飯口 信彦 市
民生活部次長兼交通防犯課長兼消費生活セン
ター所長　▶村田 政彦 市民生活部参事兼庄
和総合支所長　▶折原 武志 福祉部次長兼生
活支援課長兼総合福祉センター所長　▶森田 
温美 健康保険部参事兼健康課新型コロナウイ
ルスワクチン接種担当課長　▶佐藤 篤実 健
康保険部次長兼国民健康保険課長　▶角田 学 
環境経済部次長兼商工振興課長兼勤労者会館
長　▶榊原 則之 建設部次長兼道路管理課長　
▶福井 聖士 都市整備部次長兼都市計画課長　
▶関 祐作 都市整備部参事兼開発調整課長　

▶手﨑 寛 消防本部次長兼総務課長　▶兼本 
茂 消防本部参事兼警防課長　▶古谷 悦夫 水
道部次長兼施設管理課長　▶寺林 敬峰 参事
兼農業委員会事務局長

【課長級】▶阿久津 公彦 市長公室秘書課長　
▶中山 祥一 総合政策部政策課行政改革担当
課長　▶大橋 等 総合政策部情報政策課長　
▶浜村 三博 財務部管財課長　▶渡邊 正樹 財
務部資産税課長　▶澁谷 富雄 総務部市政情
報課長　▶山野辺 恵 総務部契約検査課工事
検査担当課長　▶成塚 淳一 市民生活部市民
課長　▶河原 伸介 福祉部生活支援課保護担
当課長　▶桑原 隆 こども未来部こども相談
課長　▶関口 信義 こども未来部保育課施設
担当課長　▶土谷 幸雄 健康保険部健康課長
兼健康福祉センター所長　▶古郡 真二 環境
経済部観光振興課長　▶舟田 由彦 環境経済
部農業振興課長　▶福嶋 伸五 建設部道路建
設課長　▶杉浦 康彦 建設部河川課長　▶谷
脇 哲 建設部公園緑地課長　▶武内 稔尚 都市
整備部住宅政策課長　▶亀井 幸成 消防本部
総務課消防団担当課長　▶市川 健生 消防本
部春日部消防署担当課長兼第1部隊長　▶鈴
木 正 消防本部春日部消防署担当課長兼浜川
戸分署長　▶髙橋 良明 消防本部庄和消防署
担当課長兼第1部隊長　▶榎本 典宏 消防本部
庄和消防署担当課長兼第2部隊長　▶佐々木 
真一 医療センター医療部中央診療部門臨床検
査科長　▶野村 早苗 医療センター看護部6階

南病棟看護師長　▶堀口 佳奈子 医療セン
ター看護部手術室看護師長　▶添田 智則 医
療センター事務部医事課長　▶井崎 圭介 水
道部業務課担当課長兼春日部営業所長　▶伊
田 孝史 水道部工務課長　▶金子 恵訓 学校教
育部施設課長　▶柴山 伸之 学校教育部学務
課長　▶瀬髙 武夫 学校教育部指導課教職員
担当課長　▶山本 智英 学校教育部指導課担
当課長兼教育相談センター所長　▶岡安 裕之 
社会教育部スポーツ推進課スポーツ施設担当
課長　▶隅田 松千代 社会教育部中央公民館
事業担当課長兼粕壁地区公民館長兼粕壁南公
民館長併任市民生活部市民参加推進課担当課
長兼春日部コミュニティセンター所長　▶会
田 和彦 社会教育部中央公民館担当課長兼武
里地区公民館長兼武里東公民館長兼武里市民
センター所長併任福祉部高齢者支援課担当課
長兼高齢者福祉センター寿楽荘所長　▶藤﨑 
英樹 社会教育部中央公民館担当課長兼豊野
地区公民館長兼藤塚公民館長　▶當間 正恵 
社会教育部中央公民館担当課長兼庄和地区公
民館長兼庄和南公民館長兼庄和市民センター
正風館長併任市民生活部市民参加推進課担当
課長兼庄和コミュニティセンター所長兼環境
経済部商工振興課担当課長兼庄和勤労福祉セ
ンター所長　▶遠藤 和博 監査委員事務局次
長　▶村田 誠 担当課長《埼葛斎場組合派遣》

　市民意見提出手続きとは政策などの策定途中で、
事前にその計画などの素案を公表し、寄せられた意
見などを考慮して政策に反映し公表していく一連の
手続きです。令和4年度に意見募集を予定している
案件は下表のとおりです。

意見募集の案件名 時期
消防本部消防施設整備計画（案） 8月
第2次総合振興計画後期基本計画

（案） 10月
市民参加と協働指針改定（案）
第4次行政改革大綱（案）

11月第2期子ども・子育て支援事業 
計画中間年の見直し（案）
子どもの貧困対策推進計画（案）

12月

環境基本計画（案）
空家等対策計画（案）
学校プールの効率的利用に関する
方針（案）
文化財保存活用地域計画（案）
第3次シティセールス戦略プラン

（案） 令和5年 1月
第3次男女共同参画基本計画（案）

立地適正化計画（案） 令和5年 
1月～2月

第3次商工業振興指針（案）
未定

企業誘致条例（案）

　その他に審議会などの公募委員の選
任（12件）、市民意見交換会（1件）、ア
ンケートなど（13件）も実施予定です。
広報かすかべや市�WEBの「市民参加手続」
を確認してください。

�問市民参加推進課（内線2876)

令和4年度の

市民意見提出手続き
（パブリックコメント）

委員の名称 地域福祉計画審議会の委員 図書館運営審議会の委員

応募期間 5/1㈰～31㈫（必着）

内容 地域福祉計画に関する事項を審議 図書館運営に関する事項を調査審議

募集人数 2人以内 1人

任期 2年

会議 年4回程度 年3回程度

報酬 会議1回につき、5,200円

応募資格

次の全ての条件を満たす人　①市内在住・在勤・在学者、または市内で活動する団体に所
属する人　②応募時に満18歳以上　③国または地方公共団体の議員でない　④市の審
議会などの公募による委員でない

地域福祉に関心がある
●社会教育に関係する
●家庭教育の向上に資する活動をしている
●図書館について幅広い見識と関心がある

応募方法 応募用紙に応募の動機、課題作文、その他必要事項を記入し、直接、郵送、FAX、または
メールで応募

応募先

●直接…市役所3階生活支援課　
● 郵送…〒344-8577（所在地不要）春

日部市役所生活支援課　
● FAX …733-0220　
● …seikatsu@city.kasukabe.lg.jp

●直接…教育センター1階社会教育課　
● 郵送…〒344-0062春日部市粕壁東3-2-15 

春日部市教育委員会社会教育課　
● FAX …763-2218　
● …s-kyoiku@city.kasukabe.lg.jp

応募用紙
配布場所

各担当課、市政情報室（市役所別館1階、庄和総合支所2階）、教育センター1階学習情報
サロン、市民活動センター「ぽぽら春日部」、男女共同参画推進センター「ハーモニー春
日部」、勤労者会館「ライム」、各公民館、市 WEB
※図書館運営審議会の委員は各図書館でも配布

選考
書類選考により決定 書類選考・面接により決定

選考結果は応募者本人に文書で通知。応募書類は返却しません

問い合わせ 生活支援課（内線2515） 社会教育課（ TEL 763-2445）


