
広 報 資 料 

本日，令和４年４月１日付け人事異動を以下のとおり発令した。（○印は昇任を示す。） 

令和 ４年３月３１日  

京 都 市 消 防 局 

新 旧  氏名 

【消防司監】（局長級）

消防局長

【消防正監】（局長級）

消防局次長

（防火・防災等地域連携担当局長事務取

扱）

（監察監兼職）

広域消防連携・救急対策担当局長

（消防活動総合センター長事務取扱）

【消防正監】（部長級）

総務部長

（統括監察員兼職）

総務部担当部長

消防団・自主防災推進室長

予防部長

警防部長

消防学校長

【消防監】（部長級）

上京消防署長

中京消防署長

東山消防署長

山科消防署長

下京消防署長

右京消防署長

西京消防署長

伏見消防署長

【消防監】（課長級）

総務部総務課長

消防局次長

総務部長

消防学校長

警防部長

山科消防署長

伏見消防署長

総務部担当部長

予防部長

総務部担当部長

総務部施設課長

総務部総務課長

消防学校教育管理課長

東山消防署長

総務部人事課長

中京消防署長

伏見消防署醍醐消防分署長

警防部消防救助課長

総務部総務課企画担当課長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

井上 元次

名畑 徹

立入 正浩

居島 哲男

白岩 治

青山 聡

藤 哲也

坂本 昌也

小山 佳久

千代田 文明

澤熊 輝力

西田 誠

藤生 卓樹

山崎 祐

竹内 真一

村 経樹

藤川 久夫

竹内 敏行



総務部人事課長

総務部施設課長

消防団・自主防災推進室消防団課長

消防団・自主防災推進室自主防災推進課

長

予防部予防課長

予防部指導課長

警防部警防課長

警防部情報指令課長

警防部救急課長

消防学校教育管理課長

伏見消防署醍醐消防分署長

【消防司令長】（課長級）

総務部総務課企画担当課長

総務部施設課担当課長

（企画設計係長事務取扱）

予防部予防課調査鑑識担当課長

予防部予防課担当課長

（文化財係長事務取扱）

予防部指導課消防同意事務センター長

警防部警防課消防航空隊長

警防部警防課消防救助担当課長

警防部警防課支援担当課長

警防部警防課担当課長

（第一部担当）（北部）

警防部警防課担当課長

（第一部担当）（南部）

警防部警防課担当課長

（第二部担当）（北部）

警防部警防課担当課長

（第二部担当）（南部）

警防部警防課担当課長

（第三部担当）（北部）

警防部警防課担当課長

（第三部担当）（南部）

予防部市民安全課長

予防部予防課長

総務部消防団課長

下京消防署副署長（総務担当）

行財政局防災危機管理室防災課長

予防部指導課長

消防学校技術指導課長

警防部警防計画課長

警防部救急課長

山科消防署副署長（予防・警防担当）

警防部情報指令課長

伏見消防署消防課第一部警防統括課長

警防部情報指令課担当課長

予防部予防課担当課長

採用

伏見消防署消防課担当課長

警防部消防救助課消防航空隊長

警防部消防救助課第二部本部指揮救助

隊長

消防学校教育管理課担当課長

警防部消防救助課第一部本部指揮救助

隊長

警防部消防救助課担当課長

右京消防署消防課第三部警防統括課長

警防部消防救助課担当課長

警防部消防救助課第三部本部指揮救助

隊長

右京消防署消防課第二部警防統括課長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

仙波 明

松苗 春夫

和田 太志

目 貴美子

足立 貴志

岡本 昌也

加藤 勝也

多 光晴

射場 俊行

福田 真由子

中原 謙二

藤江 卓也

本上 直樹

小谷 純也

岸本 健史

黒田 哲史

木村 俊也

北尾 幸一

中坊 淳

山田 正人

山口 陽弘

恒松 雄一郎

朝日 直樹

森山 賢一

武村 直樹



警防部情報指令課消防指令センター長

（第一部担当）

警防部情報指令課消防指令センター長

（第三部担当）

警防部情報指令課担当課長

警防部救急課担当課長

消防学校教育管理課救急教育担当課長

北消防署副署長（総務担当）

（総務課長事務取扱）

北消防署副署長（予防・警防担当）

（消防課長事務取扱）

北消防署消防課第三部警防統括課長

上京消防署消防課第二部警防統括課長

左京消防署副署長（総務担当）

（総務課長事務取扱）

左京消防署消防課第二部警防統括課長

中京消防署消防課第一部警防統括課長

中京消防署消防課第二部警防統括課長

東山消防署消防課第二部警防統括課長

東山消防署消防課第三部警防統括課長

山科消防署副署長（予防・警防担当）

（消防課長事務取扱）

山科消防署消防課第二部警防統括課長

下京消防署副署長（総務担当）

（総務課長事務取扱）

下京消防署副署長（予防・警防担当）

（消防課長事務取扱）

南消防署副署長（総務担当）

（総務課長事務取扱）

南消防署消防課第一部警防統括課長

右京消防署副署長（総務担当）

（総務課長事務取扱）

右京消防署副署長（予防・警防担当）

（消防課長事務取扱）

右京消防署消防課第二部警防統括課長

右京消防署消防課第三部警防統括課長

北消防署副署長（総務担当）

警防部消防救助課担当課長

総務部施設課課長補佐

山科消防署消防課第二部警防統括課長

伏見消防署副署長（総務担当）

総務部人事課課長補佐

消防学校技術指導課担当課長

総務部消防団課課長補佐

総務部人事課課長補佐

西京消防署副署長（総務担当）

総務部総務課課長補佐

南消防署総務課課長補佐

西京消防署消防課第一部警防統括課長

予防部指導課消防同意事務センター長

警防部警防計画課課長補佐

南消防署消防課担当課長

中京消防署消防課第二部警防統括課長

下京消防署副署長（予防・警防担当）

左京消防署消防課第二部警防統括課長

北消防署副署長（予防・警防担当）

警防部情報指令課課長補佐

右京消防署副署長（予防・警防担当）

警防部警防計画課担当課長

予防部予防課課長補佐

中京消防署消防課第一部警防統括課長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

渡邉 英樹

滝本 真次

片岡 陽平

林 圭一

坂根 克哉

林 万規子

木全 秀一

多田 栄二

梶原 聖顕

井上 伸幸

金城 周蔵

前田 順一

田中 秀夫

篠木 宏行

松田 真治

大槻 貞彦

河村 純

野原 隆

坂本 正継

松山 卓司

青嶋 恭弘

石田 正人

木林 久仁之

八田 正人

三上 敏彦



西京消防署副署長（総務担当）

（総務課長事務取扱）

西京消防署消防課第一部警防統括課長

伏見消防署副署長（総務担当）

（総務課長事務取扱）

伏見消防署消防課第一部警防統括課長

伏見消防署醍醐消防分署消防課第一部

警防統括課長

伏見消防署醍醐消防分署消防課第三部

警防統括課長

【消防司令】（課長補佐級）

総務部総務課課長補佐

（広報係長事務取扱）

総務部人事課課長補佐

（健康安全係長事務取扱）

総務部施設課課長補佐

（施設係長事務取扱）

消防団・自主防災推進室課長補佐

（自主防災推進係長事務取扱）

予防部予防課課長補佐

（予防係長事務取扱）

予防部指導課課長補佐

（危険物係長事務取扱）

予防部指導課担当課長補佐

警防部警防課課長補佐

（救助係長事務取扱）

警防部警防課課長補佐

（訓練装備係長事務取扱）

警防部警防課担当課長補佐

警防部情報指令課課長補佐

（情報管理係長事務取扱）

警防部救急課課長補佐

（救急管理係長事務取扱）

消防学校教育管理課課長補佐

（教育管理係長事務取扱）

右京消防署消防課担当課長

消防学校教育管理課課長補佐

南消防署消防課第一部警防統括課長

警防部消防救助課課長補佐

右京消防署消防課課長補佐

北消防署消防課第三部警防統括課長

総務部総務課課長補佐

予防部市民安全課防火安全係長

総務部施設課施設係長

予防部市民安全課課長補佐

予防部予防課予防係長

予防部指導課危険物係長

予防部指導課担当係長

警防部消防救助課救助係長

山科消防署消防課第一部担当課長補佐

警防部消防救助課担当課長補佐

総務部人事課課長補佐

警防部救急課救急管理係長

消防学校教育管理課教育指導係長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

北岡 孝史

蜂谷 清正

西尾 禎則

倉貫 真一

西林 郷

梶原 大助

奥田 里衣子

山内 朱子

西村 晃一

山内 匡

織田 昌延

松倉 浩江

牧草 立馬

下釜 丈裕

弓削 智嗣

橋本 修一

岡村 浩佑

山口 了吾

増田 貴宏



消防学校教育管理課課長補佐

（教育指導係長事務取扱）

消防学校教育管理課課長補佐

（救急教育係長事務取扱）

消防学校教育管理課課長補佐

北消防署消防課第三部担当課長補佐

上京消防署消防課課長補佐

（予防係長事務取扱）

上京消防署消防課課長補佐

（指導係長事務取扱）

上京消防署消防課第二部担当課長補佐

左京消防署消防課第一部担当課長補佐

左京消防署消防課第二部担当課長補佐

中京消防署総務課課長補佐

（消防団係長事務取扱）

中京消防署消防課課長補佐

（市民指導係長事務取扱）

東山消防署消防課課長補佐

（予防係長事務取扱）

東山消防署消防課第一部担当課長補佐

山科消防署消防課第一部担当課長補佐

下京消防署総務課課長補佐

（消防団係長事務取扱）

下京消防署消防課課長補佐

（市民指導係長事務取扱）

下京消防署消防課第二部担当課長補佐

南消防署総務課課長補佐

（企画管理係長事務取扱）

南消防署消防課第一部担当課長補佐

右京消防署消防課課長補佐

（予防係長事務取扱）

西京消防署総務課課長補佐

（消防団係長事務取扱）

西京消防署消防課第三部担当課長補佐

伏見消防署消防課第三部担当課長補佐

警防部消防救助課担当課長補佐

警防部救急課課長補佐

北消防署消防課第三部担当課長補佐

伏見消防署消防課第三部担当課長補佐

消防学校教育管理課課長補佐

山科消防署消防課指導係長

東山消防署消防課第一部担当課長補佐

中京消防署消防課担当係長

警防部情報指令課担当係長

中京消防署総務課消防団係長

中京消防署消防課市民指導係長

東山消防署消防課予防係長

消防学校技術指導課課長補佐

上京消防署消防課第二部担当課長補佐

下京消防署総務課消防団係長

中京消防署消防課第三部担当係長

右京消防署消防課課長補佐

予防部予防課文化財係長

左京消防署消防課市民指導係長

予防部予防課担当課長補佐

西京消防署総務課消防団係長

下京消防署消防課第二部担当課長補佐

警防部情報指令課第三部担当係長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

泉 義基

 亮太郎

永尾 健治

山口 明

井上 武

野崎 健

川島 貞則

嶋 英樹

中村 暢数

佐々木 康裕

守屋 雅文

木田 善和

岩田 悟

杉本 孝春

安田 敏博

佐藤 導英

湯淺 健司

山之内 大輔

津田 壮一

見 大輔

野本 真一

瀬古 也寸志

山口 晃



【消防司令】（係長級）

総務部総務課庶務係長

総務部総務課企画係長

総務部人事課職員係長

総務部人事課給与係長

総務部人事課担当係長

消防団・自主防災推進室消防団係長

消防団・自主防災推進室消防団事業推進

係長

予防部予防課調査鑑識係長

予防部予防課担当係長

予防部指導課担当係長

警防部警防課警防管理係長

警防部警防課計画係長

警防部警防課消防係長

警防部警防課担当係長

警防部警防課担当係長

警防部警防課担当係長

警防部警防課担当係長

警防部警防課担当係長

警防部警防課担当係長

警防部警防課担当係長

（第一部担当）

警防部警防課担当係長

（第二部担当）

警防部警防課担当係長

（第三部担当）

警防部情報指令課担当係長

（第一部担当）

警防部情報指令課担当係長

（第二部担当）

警防部情報指令課担当係長

（第三部担当）

警防部救急課救急指導係長

消防学校教育管理課救命講習係長

北消防署消防課市民指導係長

警防部警防計画課計画係長

総務部総務課担当係長

総務部人事課担当係長

中京消防署消防課第一部担当係長

総務部人事課

総務部消防団課消防団事業推進係長

北消防署消防課第三部担当係長

左京消防署消防課第二部担当係長

東山消防署消防課第三部担当係長

中京消防署消防課第二部担当係長

下京消防署消防課第一部担当係長

中京消防署総務課企画管理係長

右京消防署消防課第一部担当係長

警防部消防救助課担当係長

警防部消防救助課担当係長

警防部消防救助課担当係長

消防学校支援課担当係長

警防部消防救助課担当係長

消防学校支援課装備係長

右京消防署消防課第一部担当係長

南消防署消防課第二部担当係長

消防学校技術指導課訓練指導係長

西京消防署消防課第二部担当係長

西京消防署消防課第一部担当係長

伏見消防署消防課第一部担当係長

警防部救急課担当係長

消防学校技術指導課救命講習係長

上京消防署消防課第二部担当係長

○

村松 貴久

百瀬 岳志

藤本 泰介

西垣 浩司

宮田 隆史

中村 和久

中川 正宗

入口 真

疋田 綾

本山 陽平

藤原 悟

加藤 創一郎

米田 貴志

高橋 雅樹

橋本 篤二

前原 尚幸

永石 誠二

竹中 龍悟

須川 栄介

藁谷 篤

木俣 智行

上田 繁温

山地 祥吾

澤井 章二

川上 敏宏

仲畑 武

岡 悦久

吉江 有紀



北消防署消防課第二部担当係長

（大徳寺消防出張所担当）

北消防署消防課第三部担当係長

（紫明消防出張所担当）

上京消防署消防課第一部担当係長

上京消防署消防課第二部担当係長

上京消防署消防課第三部担当係長

左京消防署消防課市民指導係長

左京消防署消防課第二部担当係長

（岩倉消防出張所担当）

左京消防署消防課第三部担当係長

（岡崎消防出張所担当）

左京消防署消防課第三部担当係長

（鹿ヶ谷消防出張所担当）

左京消防署消防課第三部担当係長

（岩倉消防出張所担当）

中京消防署総務課企画管理係長

中京消防署消防課担当係長

中京消防署消防課第一部担当係長

（西大路消防出張所担当）

中京消防署消防課第二部担当係長

（西大路消防出張所担当）

中京消防署消防課第三部担当係長

（京都市立病院消防出張所担当）

東山消防署消防課市民指導係長

東山消防署消防課第二部担当係長

（泉涌寺消防出張所担当）

東山消防署消防課第三部担当係長

（泉涌寺消防出張所担当）

山科消防署消防課指導係長

山科消防署消防課第一部担当係長

（西勧修寺消防出張所担当）

下京消防署消防課第一部担当係長

（塩小路消防出張所担当）

下京消防署消防課第一部担当係長

（中堂寺消防出張所担当）

上京消防署消防課予防係長

予防部指導課

下京消防署消防課市民指導係長

伏見消防署消防課第三部担当係長

下京消防署

上京消防署消防課第一部担当係長

西京消防署消防課第二部担当係長

警防部消防救助課

警防部情報指令課

南消防署消防課予防係長

北消防署消防課第二部担当係長

北消防署消防課市民指導係長

左京消防署

西京消防署消防課第一部担当係長

伏見消防署

下京消防署消防課第二部担当係長

予防部市民安全課

右京消防署

消防学校教育管理課

警防部消防救助課

右京消防署消防課第二部担当係長

右京消防署消防課第三部担当係長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

北原 由貴

中川 和将

金田 至史

長谷川 浩史

菱本 勇樹

大槻 達也

青柴 学

上杉 智彦

石本 峻司

橋 俊史

吉田 英彦

湯本 茂和

中川 真吾

山田 教之

宮園 健一

大野 昌彦

水野 寛久

梅村 拓哉

岸本 紀子

岩本 達也

村井 誠

朝倉 弘和



下京消防署消防課第二部担当係長

下京消防署消防課第三部担当係長

（中堂寺消防出張所担当）

南消防署消防課予防係長

南消防署消防課担当係長

南消防署消防課第一部担当係長

（上鳥羽消防出張所担当）

南消防署消防課第一部担当係長

（西八条消防出張所担当）

南消防署消防課第二部担当係長

（上鳥羽消防出張所担当）

南消防署消防課第二部担当係長

（西八条消防出張所担当）

右京消防署消防課担当係長

（京北消防出張所担当）

右京消防署消防課第一部担当係長

（梅津消防出張所担当）

右京消防署消防課第一部担当係長

（御室消防出張所担当）

右京消防署消防課第二部担当係長

（嵯峨消防出張所担当）

右京消防署消防課第二部担当係長

（梅津消防出張所担当）

右京消防署消防課第三部担当係長

（嵯峨消防出張所担当）

西京消防署消防課市民指導係長

西京消防署消防課第一部担当係長

（桂消防出張所担当）

西京消防署消防課第一部担当係長

（松尾消防出張所担当）

西京消防署消防課第二部担当係長

（松尾消防出張所担当）

西京消防署消防課第二部担当係長

（洛西消防出張所担当）

西京消防署消防課第三部担当係長

西京消防署消防課第三部担当係長

中京消防署

予防部指導課

南消防署消防課第二部担当係長

山科消防署消防課第一部担当係長

右京消防署消防課第二部担当係長

下京消防署消防課第一部担当係長

伏見消防署

上京消防署消防課第三部担当係長

左京消防署消防課第三部担当係長

左京消防署消防課第三部担当係長

予防部指導課

警防部消防救助課

南消防署

南消防署消防課第一部担当係長

行財政局防災危機管理室

伏見消防署消防課第二部担当係長

伏見消防署醍醐消防分署消防課第三部

担当係長

消防学校支援課

伏見消防署消防課第三部担当係長

○

○

○

○

○

○

○

○

小川 聡

東 昌文

石津 知子

本 賢二

中貝 真人

河内 伸介

粂 孝宜

永田 善巳

又吉 興二

岩城 久哉

田中 健郎

安田 哲朗

横川 史郎

佃 佳紀

赤穴 章秀

鍋島 裕隆

竹内 裕典

森 豊

星野 幸司

丸橋 達哉



伏見消防署消防課第一部担当係長

（向島消防出張所担当）

伏見消防署消防課第二部担当係長

（南浜消防出張所担当）

伏見消防署消防課第三部担当係長

（淀消防出張所担当）

伏見消防署消防課第三部担当係長

（神川消防出張所担当）

伏見消防署醍醐消防分署消防課第一部

担当係長

（山ノ下消防出張所担当）

伏見消防署醍醐消防分署消防課第三部

担当係長

（山ノ下消防出張所担当）

（任命換え）

【消防司令長】（課長級）

市長の事務部局

消防学校支援課

東山消防署消防課第二部担当係長

予防部指導課

中京消防署

予防部指導課

南消防署消防課第一部担当係長

南消防署副署長（総務担当）

○

○

○

○

畦 晃義

嶋田 貴樹

伊藤 陽之

岡 直樹

山 元太

彦川 智周

杉井 完治


