町の人事
［部長級］
生活部長（生活部町民課長事務取扱）
羽生 広則［企画総務部財政課長］
産業部長（産業部環境課長事務取扱）
中田 秀男［産業部農林課長］
企画総務部長（企画総務部企画課長事務取扱）
高橋 堅［企画総務部企画課長］
会計管理者（企画総務部税務課長事務取扱）
藤原 匡史［産業部長］

［課長級］
生活部 町民課 保険年金主幹
内城 拓［情報交流館事務局長］
生活部 長寿介護課長
野村 直子［生活部長寿健康課高齢者支援主幹］
生活部 健康福祉課長
工藤 圭三［企画総務部税務課長］
産業部 農林課長
畠山 和史［産業部環境課長］
産 業 部 商工 観 光 課 長（産業部商工観光課観光交
八重嶋 靖［産業部商工観光課長］

流室長事務取扱）

産業部 商工観光課 商工観光主幹（産業部商工
浩一［産業部商工観光課商工振興室長］

観光課商工振興室長事務取扱）

高田

企 画 総 務 部 総 務 課 長（企画総務部総務課総務室
崇［ 企画総務部企画課総合政策主幹（企

長事務取扱、選挙管理委員会書記長）

長谷川

画総務部企画課総合政策室長事務取扱）
］

町は４月１日、職員の人事異動を発令しました。定期異動１１９人、再任用２人、
人事交流職員２人、新採用職員９人、３月 日付退職者７人をお知らせします。

千市［企画総務部企画課公民連携室長］

課地域開発室長事務取扱）

企画総務部 企画課 企画主幹（企画総務部企画
鎌田
情報交流館 事務局長
俵 正行［教育部生涯学習課長］
企画総務部 財政課長
熊 谷 浩 次［ 企画総務部総務課総務秘書主幹（企
画総務部総務課総務秘書室長事務取扱、選挙管理委
員会書記次長）
］

企画総務部 財政課 財産管理主幹
中 村 雅 彦［ 企画総務部財政課財産管理主幹（企
画総務部財政課財産管理室長事務取扱）
］

企画総務部 消防防災課長（企画総務部消防防災
欣弥［生活部長寿健康課介護保険室長］

課消防防災室長事務取扱）

熊谷

教育部 生涯学習課長
古 内 広 貴［ 企画総務部消防防災課長（企画総務
部消防防災課消防防災室長事務取扱）
］

教育部 こども課 こども主幹（教育部こども課子
範一［教育部こども課子育て支援室長］

育て支援室長事務取扱、子育て応援センター所長事務取扱）

須川

［室長級］
生活部 長寿介護課 介護保険室長
高橋 寿［生活部長寿健康課高齢者支援室長］
生活部 長寿介護課 高齢者支援室長
細川 修一［企画総務部総務課付（主査）（大槌町派遣）］
産業部 農林課 農政企画室長
高田 美保［産業部農林課農政企画主査］

企画総務部 企画課 総合政策室長
佐々木 浩道［企画総務部企画課協働広報室長］

企画総務部 総務課 人事秘書室長
山上 里香［企画総務部総務課人事室長］

産業部 農林課 林務副主幹
工藤 信吾［産業部商工観光課観光交流室長］

企画総務部 企画課 協働共創主査
倉成 絵理［企画総務部企画課協働広報主査］

企画総務部 企画課 総合政策主査
小田中 琢志［産業部農林課主査］

企画総務部 総務課 総務主査
千葉 基［建設部土木課主任］

生活部 健康福祉課 主任
橋本 真一［生活部長寿健康課主事］

生活部 健康福祉課 主任
赤川 徹［企画総務部総務課主任］

生活部 町民課 主任
熊谷 奈々子［産業部環境課主任］

［主任級］

教育部 学務課 主査
中島 芳久［企画総務部総務課付（主査）］

企画総務部 税務課 主査
高橋 孝弘［企画総務部税務課課税主査］

企画総務部 税務課 収納推進主査
工藤 真由美［企画総務部税務課納税主査］

団法人地域総合整備財団派遣）
］

企画総務部 財政課 財政調整室長（建設部下水
佳 治［ 企画総務部財政課財産管理主査（建

範 仁［ 生 活 部 町 民 福 祉 課 付（主 任）（岩 手 県

産業部 農林課 農政企画主査
工藤 倍也［産業部環境課生活環境主査］

産業部 農林課 主任
高杉 佑［企画総務部財政課主事］

産業部 農林課 主任
八重樫 健［企画総務部税務課主事］

所主任栄養士）
］

生活部 健康福祉課 主任栄養士
森 川 利 佳［ 古館保育所主任栄養士（佐比内保育

産業部 環境課 生活環境主査
工藤 睦［産業部環境課主任］

生活部 長寿介護課 介護保険主査
工藤 智之［企画総務部財政課主査］

後期高齢者医療広域連合派遣）
］

大石

広域連合派遣）

生活部 町民課付（主査）
（岩手県後期高齢者医療

［主査級］

企画総務部 税務課 副主幹
佐藤 美智雄［産業部農林課副主幹］

企画総務部 税務課 収納推進室長
坂本 竜二［企画総務部税務課納税室長］

企画総務部 財政課 財産管理室長
高橋 道行［産業部農林課農政企画室長］

企画総務部 財政課 財政調整副主幹
小川 篤［企画総務部財政課財政調整主査］

設部下水道課主査）
］

髙橋

道課副主幹）

企画総務部 企画課 公民連携主査
森 川 高 博［ 企 画 総 務 部 総 務 課 付（主 査）（一 般 財
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企画総務部 総務課 主任
熊谷 拓也［生活部町民福祉課主任］
古館保育所 保育士
佐々木 愛［ 企画総務部総務課付（社会福祉法人

企画総務部 財政課 主事
山本 侑［生活部町民福祉課主事］
片寄小学校 用務員
柳澤 優［日詰小学校用務員］

赤石小学校 用務員
佐藤 克生［片寄小学校用務員］

共助会派遣）
］

古館保育所 保育士
佐々木 彩花［ 企画総務部総務課付（社会福祉法

子育て応援センター 主任保育士
藤沼 真紀子

企画総務部 総務課付
（主査）
（宮古市派遣）
鷹觜 千春

［再任用］

紫波第三中学校 用務員
髙橋 弘幸［赤石小学校用務員］

企画総務部 総務課 主任
菅原 雅輝［教育部学務課主事］
総合整備財団派遣）

祐樹［教育部こども課主事］
人共助会派遣）
］

佐比内保育所 保育士
田端 千子［古館保育所保育士］
日 詰小学校 用務員
村上 祐功［紫波第三中学校用務員］

※機構改革により、一部の課名が変更になりま

した 。紙 面では、課 名 以 外に変 更のない職 員の

掲 載は省 略します。また、職 階の見 直しがあり

ましたが、掲載は省略します。

●退職者（３月 日付）

鱒沢 久年［生活部長］
箱崎 茂己［企画総務部長（選挙管理委員会書記長）］
森川 一枝［生活部長寿健康課長］
藤沼 真紀子［子育て応援センター所長］
八重嶋 志保［生活部町民福祉課福祉推進主査］
千葉 大介 ［企画総務部消防防災課主査］（岩手県警察本部へ）
本波 拓也［企画総務部総務課主任］
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企画総務部 総務課付
（主任）
（一般財団法人地域
阿部
企画総務部 財政課 主任
髙橋 哲也［企画総務部企画課主任］
企画総務部 税務課 主任
川村 将郎［建設部下水道課主事］
教育部 学校教育課 主任（教育部学務課主任）
藤原 慎也［教育部学務課主任］

人事交流職員

教育部 こども課 主任
高橋 忠子［生活部町民福祉課主任］
教育部 こども課 主任（社会福祉士）
民部田 伶［生活部長寿健康課主事（社会福祉士）］
古館保育所 主任栄養士（佐比内保育所主任栄養士）
佐々木 絵里子［生活部長寿健康課主任栄養士］

［一般職員］
生活部 長寿介護課 主事
山下 知大［企画総務部税務課主事］

教育部 学務課 主事
菱沼 琴紀

建設部 都市計画課 技師
吉田 祐太

建設部 土木課 技師
阿部 伸一

聡

佐々木

郁佳
中居
達也
大石

員
職
用

産業部 環境課 主事
佐々木 崇哉

産業部 環境課付
（主任）
（紫波、稗貫衛生処理組合派遣）

産業部 農林課 主事
内川 拓己

生活部 健康福祉課 主事
志賀 将大［企画総務部総務課主事］

学校教育課長

生活部 健康福祉課
主事
（社会福祉士）

生活部 長寿介護課
主事
（社会福祉士）

生活部 町民課 主事
藤澤 諒子

産業部 環境課 主事
藤沼 絢香［教育部学務課主事］

大 [岩手県教育委員会]
坂本

採
新

企画総務部 消防防災課
主査
赤坂 研治 [岩手県警察本部]
（教育部学校教育課学校教育室長事務取扱）

教育部

建設部 下水道課 主事
菊地 直［建設部都市計画課主事］
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企画総務部 総務課付
（主事）
（大槌町派遣）
阿部 塁［生活部長寿健康課主事］
企画総務部 企画課 主事
川村 浩平［産業部農林課主事］

人事交流職員・新採用職員（４月１日付）

