
北広島市特別職・管理職による朝のスピーチ 

担当者一覧（平成２８年４月１１日～４月２８日） 

 

放送日 職名 氏名 

４月１１日（月） 市長 上野 正三 

４月１２日（火） 副市長 道塚 美彦 

４月１３日（水） 教育長 吉田 孝志 

４月１４日（木） 企画財政部長 中屋 直 

４月１５日（金） 総務部長 浜田 薫 

４月１８日（月） 市民環境部長 塚崎 俊典 

４月１９日（火） 保健福祉部長 福島 政則 

４月２０日（水） 建設部長 駒形 智 

４月２１日（木） 経済部長 藤木 幹久 

４月２２日（金） 水道部長 藤嶋 亮典 

４月２５日（月） 会計室長 斉藤 秀樹 

４月２６日（火） 教育部長 水口 真 

４月２７日（水） 監査委員事務局長 工藤 重幸 

４月２８日（木） 議会事務局長 仲野 邦廣 

 



北広島市特別職・管理職による朝のスピーチ 

担当者一覧（平成２８年５月９日～５月３１日） 

 

放送日 職名 氏名 

５月 ９日（月） 消防長 山﨑 克彦 

５月１０日（火） 企画財政部次長兼政策推進室長 川村 裕樹 

５月１１日（水） 総務部次長 川合 隆典 

５月１２日（木） 保健福祉部子育て支援室長 木下 隆司 

５月１３日（金） 経済部産業振興室長 佐々木 伸 

５月１６日（月） 教育部次長 鹿野 秀一 

５月１７日（火） 教育部次長 櫻井 芳信 

５月１８日（水） 消防本部次長 田埜 裕司 

５月１９日（木） 消防署長 山口 洋幸 

５月２０日（金） 企画財政部政策推進室企画課長 橋本 征紀 

５月２３日（月） 企画財政部政策推進室政策広報課長 平澤 肇 

５月２４日（火） 企画財政部財政課長 田中 宏明 

５月２５日（水） 企画財政部都市計画課長 諏訪 博紀 

５月２６日（木） 総務部職員課長 高橋 直樹 

５月２７日（金） 総務部職員課長 千葉 直樹 

５月３０日（月） 総務部行政管理課長 安田 寿文 

５月３１日（火） 総務部秘書課長 岡 謙一 
 



北広島市特別職・管理職による朝のスピーチ 

担当者一覧（平成２８年６月１日～６月３０日） 

 

放送日 職名 氏名 

６月 １日（水） 総務部税務課長 米川 鉄也 

６月 ２日（木） 総務部防災・庁舎建設課長 及川 浩司 

６月 ３日（金） 総務部付課長 阿部 泰洋 

６月 ６日（月） 市民環境部市民課長 榎本 明嘉 

６月 ７日（火） 市民環境部西部出張所長 池田 憲孝 

６月 ８日（水） 市民環境部大曲出張所長 安田 将人 

６月 ９日（木） 市民環境部西の里出張所長 棚田 吉浩 

６月１０日（金） 市民環境部環境課長 志村 敦 

６月１３日（月） 保健福祉部福祉課長 奥山 衛 

６月１４日（火） 保健福祉部高齢者支援課長 三上 勤也 

６月１５日（水） 保健福祉部健康推進課長 及川 幸紀 

６月１６日（木） 保健福祉部保険年金課長 渡辺 広樹 

６月１７日（金） 保健福祉部子育て支援室保育課長 中居 直人 

６月２０日（月） 保健福祉部子育て支援室参事 織田 波香 

６月２１日（火） 保健福祉部すみれ保育園長 加藤 真弓 

６月２２日（水） 保健福祉部すずらん保育園長 塚崎 智美 

６月２３日（木） 保健福祉部稲穂保育園長 大内 文子 

６月２４日（金） 建設部庶務課長 平川 一省 

６月２７日（月） 建設部都市整備課長 中垣 和彦 

６月２８日（火） 建設部建築課長 中島 秀男 

６月２９日（水） 建設部土木事務所長 新田 邦広 

６月３０日（木） 経済部農政課長 砂金 和英 
 



北広島市特別職・管理職による朝のスピーチ 

担当者一覧（平成２８年７月１日～７月２９日） 

 

放送日 職名 氏名 

７月 １日（金） 経済部観光振興課長 山田 基 

７月 ４日（月） 水道部業務課長 遠藤 智 

７月 ５日（火） 水道部水道施設課長 橋本 洋二 

７月 ６日（水） 水道部下水道課長 藤縄 憲道 

７月 ７日（木） 水道部下水処理センター長 藤本 正志 

７月 ８日（金） 会計室契約課長 川口 弘恭 

７月１１日（月） 会計室工事審査・検査担当参事 小島 靖雄 

７月１２日（火） 会計室会計課長 広田 律 

７月１３日（水） 議会事務局次長 千葉 めぐみ 

７月１４日（木） 監査委員事務局次長 川口 昭広 

７月１５日（金） 教育部学校教育課長 櫻井 洋史 

７月１９日（火） 教育部社会教育課長 吉田 智樹 

７月２０日（水） 教育部文化課長 丸毛 直樹 

７月２１日（木） 教育部エコミュージアムセンター長 小島 晶 

７月２２日（金） 教育部学校給食センター長 冨田 英禎 

７月２５日（月） 消防本部総務課長 谷口 定己 

７月２６日（火） 消防本部予防課長 郷路 忠明 

７月２７日（水） 消防本部警防課長 本田 高広 

７月２８日（木） 消防署消防１課長 後藤 英雄 

７月２９日（金） 消防署消防２課長 佐々木 幸一 
 



北広島市特別職・管理職による朝のスピーチ 

担当者一覧（平成２８年８月１日～８月３１日） 

 

放送日 職名 氏名 

８月 １日（月） 消防本部救急指令課長 小室 秀治 

８月 ２日（火） 消防署大曲出張所長 大沼 松太郎 

８月 ３日（水） 消防署西の里出張所長 工藤 邦彦 

８月２２日（月） 企画財政部政策推進室企画課 主査 熊田 仁 

８月２３日（火） 企画財政部政策推進室企画課 主査 柴 清文 

８月２４日（水） 企画財政部政策推進室企画課 主査 高嶋 真一 

８月２５日（木） 企画財政部政策推進室企画課 主査 山田 真耶 

８月２６日（金） 企画財政部政策推進室政策広報課 主査 松下 慎司 

８月２９日（月） 企画財政部政策推進室政策広報課 主査 山本 真伸 

８月３０日（火） 企画財政部財政課 主査 佐藤 亮 

８月３１日（水） 企画財政部都市計画課 主査 渡辺 聡 
 



北広島市特別職・管理職による朝のスピーチ 

担当者一覧（平成２８年９月１日～９月３０日） 

 

放送日 職名 氏名 

９月 １日（木） 企画財政部都市計画課 主査 相馬 正人 

９月 ２日（金） 企画財政部都市計画課 主査 川口 芳幸 

９月 ５日（月） 総務部総務課（選挙管理委員会事務局）主査 加藤 丈博 

９月 ６日（火） 総務部総務課 主査 杉山 正一 

９月 ７日（水） 総務部総務課 主査 本宮 昌宣 

９月 ８日（木） 総務部職員課 主査 木下 信司 

９月 ９日（金） 総務部職員課 主査 佐藤 直人 

９月１２日（月） 総務部行政管理課 主査 高橋 正弘 

９月１３日（火） 総務部行政管理課 主査 寺岡 純 

９月１４日（水） 総務部秘書課 主査 福田 誠 

９月１６日（金） 総務部税務課 主査 澤井 大輔 

９月２０日（火） 総務部税務課 主査 但馬 広宣 

９月２１日（水） 総務部税務課 主査 永坂 隆之 

９月２３日（金） 総務部防災・庁舎建設課 主査 中田 貴文 

９月２６日（月） 総務部税務課 主査 宮下 照太郎 

９月２７日（火） 総務部防災・庁舎建設課 主査 高橋 孝一 

９月２８日（水） 総務部防災・庁舎建設課 主査 伊達 千秋 

９月２９日（木） 総務部税務課 主査 波多野 拓也 

９月３０日（金） 総務部付 主査 工藤 秀之 
 



北広島市特別職・管理職による朝のスピーチ 

担当者一覧（平成２８年１０月３日～１０月３１日） 

 

放送日 職名 氏名 

１０月 ３日（月） 市民環境部市民課 主査 大野 聡美 

１０月 ４日（火） 市民環境部市民課 主査 近藤 将雄 

１０月 ５日（水） 市民環境部市民課 主査 林 奈津子 

１０月 ６日（木） 市民環境部市民課 主査 村上 清志 

１０月 ７日（金） 市民環境部市民課(広葉交流ｾﾝﾀｰ)主査 佐藤 芳幸 

１０月１１日（火） 市民環境部市民課(大曲出張所)主査 上森 秀樹 

１０月１２日（水） 市民環境部市民課(西の里出張所)主査 武田 昭彦 

１０月１３日（木） 市民環境部環境課 主査 小川 大輔 

１０月１４日（金） 市民環境部環境課 主査 木村 洋一郎 

１０月１７日（月） 市民環境部環境課 主査 土居 裕之 

１０月１８日（火） 市民環境部環境課 主査 米村 恒 

１０月１９日（水） 保健福祉部福祉課 主査 柄澤 尚江 

１０月２０日（木） 保健福祉部福祉課 主査 川又 洋火 

１０月２１日（金） 保健福祉部福祉課 主査 鈴木 靖彦 

１０月２４日（月） 保健福祉部福祉課 主査 林 睦晃 

１０月２５日（火） 保健福祉部高齢者支援課 主査 荒川 亨 

１０月２６日（水） 保健福祉部高齢者支援課 主査 大坂 善章 

１０月２７日（木） 保健福祉部高齢者支援課 主査 浜山 かおり 

１０月２８日（金） 保健福祉部高齢者支援課 主査 渡邉 篤広 

１０月３１日（月） 保健福祉部健康推進課 主査 尾崎 英輝 
 



北広島市特別職・管理職による朝のスピーチ 

担当者一覧（平成２８年１１月１日～１１月３０日） 

 

放送日 職名 氏名 

１１月 １日（火） 保健福祉部健康推進課 主査 影久 真美 

１１月 ２日（水） 保健福祉部健康推進課 主査 野切 径代 

１１月 ４日（金） 保健福祉部保険年金課 主査 奥山 俊明 

１１月 ７日（月） 保健福祉部保険年金課 主査 長谷川 桃子 

１１月 ８日（火） 保健福祉部保険年金課 主査 松原 勉 

１１月 ９日（水） 保健福祉部保険年金課 主査 三澤 聖子 

１１月１０日（木） 保健福祉部子育て支援室保育課 主査 笠井 衛 

１１月１１日（金） 保健福祉部子育て支援室保育課 主査 高橋 陽子 

１１月１４日（月） 保健福祉部子育て支援室児童家庭課 主査 記内 崇 

１１月１５日（火） 保健福祉部子育て支援室こども発達支援センター 主査 玉手 美和子 

１１月１６日（水） 保健福祉部子育て支援室こども発達支援センター 主査 濱田 真吾 

１１月１７日（木） 保健福祉部子育て支援室すずらん保育園 主任保育士 藤田 悦子 

１１月１８日（金） 保健福祉部子育て支援室すみれ保育園 主任保育士 住田 淑恵 

１１月２１日（月） 保健福祉部子育て支援室稲穂保育園 主任保育士 石間 利恵 

１１月２２日（火） 保健福祉部子育て支援室地域子育て支援センター 主任保育士 橋本 なつみ 

１１月２４日（木） 建設部庶務課 主査 菊地 徳久 

１１月２５日（金） 建設部庶務課 主査 谷畑 雅人 

１１月２８日（月） 建設部都市整備課 主査 大西 康文 

１１月２９日（火） 建設部都市整備課 主査 柄澤 佳宏 

１１月３０日（水） 建設部都市整備課 主査 北口 馨 
 



北広島市特別職・管理職による朝のスピーチ 

担当者一覧（平成２８年１２月１日～１２月２６日） 

 

放送日 職名 氏名 

１２月 １日（木） 建設部都市整備課 主査 小松 輝久 

１２月 ２日（金） 建設部都市整備課 主査 佐々木 克彦 

１２月 ５日（月） 建設部建築課 主査 牛島 裕幸 

１２月 ６日（火） 建設部建築課 主査 嘉屋 康夫 

１２月 ７日（水） 建設部土木事務所 主査 吉川 進 

１２月 ８日（木） 建設部建築課 主査 松崎 隆志 

１２月 ９日（金） 建設部土木事務所 主査 相花 悟 

１２月１２日（月） 建設部土木事務所 主査 松本 直樹 

１２月１３日（火） 建設部土木事務所 主査 山下 知芳 

１２月１４日（水） 建設部建築課 主査 林 正明 

１２月１５日（木） 経済部農政課 主査 山田 孝博 

１２月１６日（金） 建設部農政課 主査 山本 浩幸 

１２月１９日（月） 経済部観光振興課 主査 青木 潤 

１２月２０日（火） 経済部産業振興室商工業振興課 主査 宮本 大介 

１２月２１日（水） 経済部産業振興室商工業振興課 主査 笹原 拓己 

１２月２２日（木） 経済部産業振興室商工業振興課 主査 庄司 直義 

１２月２６日（月） 経済部産業振興室商工業振興課 主査 児玉 正輝 
  



北広島市特別職・管理職による朝のスピーチ 

担当者一覧（平成２９年１月５日～１月３１日） 

 

放送日 職名 氏名 

１月 ５日（木） 水道部業務課 主査 松岡 則行 

１月 ６日（金） 水道部水道施設課 主査 野尻 敬 

１月１０日（火） 水道部水道施設課 主査 橋本 義公 

１月１１日（水） 水道部水道施設課 主査 吉岡 亮 

１月１２日（木） 水道部下水道課 主査 木村 公也 

１月１３日（金） 水道部下水道課 主査 人見 桂史 

１月１６日（月） 水道部下水道課 主査 藤本 悟 

１月１７日（火） 水道部下水処理センター 主査 鎌田 憲昭 

１月１８日（水） 水道部下水処理センター 主査 森田 寿雄 

１月１９日（木） 水道部下水処理センター 主査 横尾 昌幸 

１月２０日（金） 会計室契約課 主査 佐々木 正範 

１月２３日（月） 会計室会計課 主査 石黒 哲明 

１月２４日（火） 会計室会計課 主査 宮村 勇治 

１月２５日（水） 議会事務局 主査 松本 政樹 

１月２６日（木） 監査委員事務局 主査 稲川 勝 

１月２７日（金） 農業委員会 主査 石川 正人 

１月３０日（月） 教育部教育総務課 主査 高橋 猛博 

１月３１日（火） 教育部教育総務課 主査 花田 秀樹 
  



北広島市特別職・管理職による朝のスピーチ 

担当者一覧（平成２９年２月１日～２月２８日） 

 

放送日 職名 氏名 

２月 １日（水） 教育部学校教育課 主査 河合 一 

２月 ２日（木） 教育部学校教育課 主査 笹森 和宏 

２月 ３日（金） 教育部学校教育課 主査 福田 康夫 

２月 ６日（月） 教育部社会教育課 主査 齋藤 洋平 

２月 ７日（火） 教育部社会教育課 主査 若澤 路子 

２月 ８日（水） 教育部文化課 主査 蛯名 優子 

２月 ９日（木） 教育部文化課 主査 山崎 博夫 

２月１０日（金） 教育部ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑｾﾝﾀｰ 主査 畠 誠 

２月１３日（月） 教育部学校給食センター 主査 須貝 初穂 

２月１４日（火） 教育部ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑｾﾝﾀｰ 主査 三橋 聡 

２月１５日（水） 消防本部総務課 主査 菊池 亮多 

２月１６日（木） 消防署消防１課 主査 矢村 祐介 

２月１７日（金） 消防署大曲出張所 主査 神代 守 

２月２０日（月） 消防署消防１課 主査 佐藤 暢晃 

２月２１日（火） 消防本部総務課 主査 和知 真人 

２月２２日（水） 消防署西の里出張所 主査 御処野 昌範 

２月２３日（木） 消防署大曲出張所 主査 目貫 進 

２月２４日（金） 消防本部予防課 主査 佐藤 裕克 

２月２７日（月） 消防本部予防課 主査 小玉 浩司 

２月２８日（火） 消防署西の里出張所 主査 奥田 克治 
  



北広島市特別職・管理職による朝のスピーチ 

担当者一覧（平成２９年３月１日～３月２３日） 

 

放送日 職名 氏名 

３月 １日（水） 消防署消防２課 主査 月田 清 

３月 ２日（木） 消防署救急指令課 主査 鈴木 幸夫 

３月 ３日（金） 消防署消防２課 主査 大山 義幸 

３月 ６日（月） 消防署救急指令課 主査 鈴木 皇輝 

３月 ７日（火） 消防署救急指令課 主査 岡 貴一 

３月 ８日（水） 消防署大曲出張所 主査 佐々木 敏文 

３月 ９日（木） 消防本部予防課 主査 福島 宏幸 

３月１０日（金） 消防署大曲出張所 主査 加藤 弘之 

３月１３日（月） 消防署西の里出張所 主査 豊原 義久 

３月１４日（火） 消防本部予防課 主査 山崎 良範 

３月１５日（水） 消防本部救急指令課 主査 川村 耕治 

３月１６日（木） 消防本部救急指令課 主査 八十島 康博 

３月１７日（金） 消防署大曲出張所 主査 西澤 俊和 

３月２１日（火） 消防本部警防課 主査 柴崎 啓仁 

３月２２日（水） 消防署大曲出張所 主査 宍戸 靖 

３月２３日（木） 消防署西の里出張所 主査 森 雅弘 
  


